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    101,0028,2 今井薬局 〒520-0044 077-522-8159今井　寛 今井　健 昭36. 2.27調剤 薬局
     大津市京町三丁目３番１５号 常　勤:    2 更新 現存
     (薬       2) 平30. 2.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,0072,0 有限会社　サンエイ薬〒520-0043 077-525-8011有限会社　サンエイ薬西　慶子 昭54. 4. 2調剤 薬局
     局 大津市中央三丁目５番９号　ニシ常　勤:    1局　代表取締役　西　 更新 現存
     オカビル１階 (薬       1)慶子 平30. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,0080,3 株式会社友愛　西大津〒520-0025 077-526-3848株式会社　友愛　代表堀口　礼子 昭56.11. 1調剤 薬局
     調剤薬局 大津市皇子ケ丘二丁目９番２２号常　勤:    3取締役　隠岐　暢彦 更新 現存
     　ひまわりビル内 (薬       3) 平29.11. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,0083,7 オキ薬局 〒520-0043 077-522-2783隠岐　暢彦 隠岐　暢彦 昭57. 7. 1調剤 薬局
     大津市中央一丁目６番２５号 常　勤:    2 更新 現存
     (薬       2) 平24. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,0095,1 ツボエ薬局 〒520-0865 077-534-0922坪江　正章 坪江　正章 昭62. 7.31調剤 薬局
     大津市南郷一丁目４番９号　青山常　勤:    1 更新 現存
     ビル１階 (薬       1) 平29. 7.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,0100,9 株式会社　冨士薬局 〒520-0815 077-522-4390株式会社　冨士薬局　野口　佳宏 昭63. 7. 5調剤 薬局
     大津市膳所二丁目９番１５号 常　勤:    2代表取締役　野口　佳 更新 現存
     (薬       2)宏 平24. 7. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701,0111,6 比良薬局 〒520-0242 077-572-3252有限会社　エム・ケイ山田　誠 平 2. 5. 1調剤 薬局
     大津市本堅田一丁目１８番１７号常　勤:    2・ファーマシー　代表 更新 現存
     (薬       2)取締役　河野　哲士 平29. 5. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,0112,4 ヘルスステーション　〒520-0851 077-537-3878山岡　啓子 山岡　啓子 平 2. 7. 2調剤 薬局
     けんこう舎薬局 大津市唐橋町１４番１４号 常　勤:    1 更新 現存
     (薬       1) 平29. 7. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901,0121,5 スズキ調剤薬局 〒520-2144 077-543-3331スズキ薬局　株式会社北村　香奈 平 5. 6. 1調剤 薬局
     大津市大萱一丁目１６番１号瀬田常　勤:    1　代表取締役　鈴木　 更新 現存
     アーバンホテル１階 (薬       1)光雄 平29. 6. 1
     非常勤:   22
     (薬      22)
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   1001,0128,0 株式会社友愛　浜大津〒520-0047 077-521-4588株式会社　友愛　代表岡野　豊子 平 6. 5. 1調剤 薬局
     調剤薬局 大津市浜大津三丁目７番１７号 常　勤:    2取締役　隠岐　暘彦 更新 現存
     (薬       2) 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101,0152,0 みつはま薬局 〒520-0105 077-578-6965有限会社　メディテッ靏山　達也 平 9. 4. 1調剤 薬局
     大津市下阪本六丁目２１番７号 常　勤:    4ク　代表取締役　増田 新規 現存
     (薬       4)　豊 平30. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201,0160,3 サポート薬局 〒520-0063 077-525-7139山口　豊子 山口　豊子 平10. 5. 1調剤 薬局
     大津市横木二丁目１３番１号 常　勤:    1 所在地変 現存
     (薬       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301,0162,9 じげん薬局大江店 〒520-2141 077-548-2842有限会社　じげん　代米川　京香 平10.10. 1調剤 薬局
     大津市大江四丁目１９番１４号 常　勤:    2表取締役　八木　惠聽 新規 現存
     (薬       2) 平28.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401,0163,7 リブラ薬局一里山店 〒520-2153 077-547-2232株式会社　リブラ　代中川　景行 平10.11. 1調剤 薬局
     大津市一里山三丁目７番８号 常　勤:    2表取締役　酒井　謙司 新規 現存
     (薬       2) 平28.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501,0165,2 ファミリー薬局寺津店〒520-0861 077-531-3210梶田　慈道 梶田　正紀 平10.12. 1調剤 薬局
     大津市石山寺三丁目１５番４５号常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601,0173,6 わたなべ調剤薬局 〒520-2153 077-547-2930株式会社　クロスメデ枩田　敬弘 平12. 1. 1調剤 薬局
     大津市一里山一丁目２番１４号　常　勤:    3ィック　代表取締役　 開設者変 現存
     (薬       3)渡辺　茂 平30. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   1701,0174,4 スズキ調剤薬局　南郷〒520-0863 077-537-8666スズキ薬局　株式会社甲斐　崇衛 平12. 3. 1調剤 薬局
     店 大津市千町二丁目１５番３０号 常　勤:    1　代表取締役　鈴木　 新規 現存
     (薬       1)光雄 平30. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801,0175,1 もも薬局　膳所公園前〒520-0813 077-510-0301有限会社　もも薬局　千葉　玲子 平12. 4. 1調剤 薬局
     店 大津市丸の内町９番３０号 常　勤:    1代表取締役　岡本　雅 開設者変 現存
     (薬       1)子 平30. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901,0176,9 大津ますだ薬局 〒520-0104 077-579-2436有限会社　メディテッ山本　恵子 平12. 4. 1調剤 薬局
     大津市比叡辻二丁目１１番１８号常　勤:    6ク　代表取締役　増田 新規 現存
     (薬       6)　豊 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001,0179,3 おおいし調剤薬局 〒520-2263 077-536-3001株式会社　明徳ケアワ西出　智 平12.10. 2調剤 薬局
     大津市大石中一丁目６９番３号 常　勤:    1ーク　代表取締役　横 新規 現存
     (薬       1)山　亮一 平24.10. 2
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101,0180,1 あんず薬局　大津店 〒520-0045 077-511-2511有限会社　メディカル守本　なお子 平13. 3. 1調剤 薬局
     大津市札の辻３番１２号 常　勤:    2アンズ　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)朝山　宏子 平25. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201,0181,9 ドルフィン調剤薬局 〒520-0832 077-531-0617 野　彰人 野　彰人 平13. 6. 1調剤 薬局
     大津市粟津町２番４９号　オプト常　勤:    1 新規 現存
     石山１階西室 (薬       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301,0182,7 株式会社友愛　北大津〒520-0241 077-571-1200株式会社　友愛　代表山口　博史 平13. 6. 1調剤 薬局
     調剤薬局 大津市今堅田二丁目２３番１９号常　勤:    3取締役　隠岐　暢彦 新規 現存
     (薬       3) 平25. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   2401,0185,0 アピス薬局　大津店 〒520-0045 077-511-4074株式会社　アピスファ中井　淳子 平14. 2. 1調剤 薬局
     大津市札の辻４番６号 常　勤:    4ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       4)　川越　敏章 平26. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501,0187,6 キリン薬局 〒520-0045 077-511-4190株式会社　タイセイメ 田　優華 平14. 2. 1調剤 薬局
     大津市札の辻３番１０号 常　勤:    5ディカルサービス　代 新規 現存
     (薬       5)表取締役　大西　龍二 平26. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601,0188,4 はな薬局 〒520-2141 077-545-5611有限会社　オーク　代西川　奈緒子 平14. 2. 1調剤 薬局
     大津市大江三丁目５番２５号 常　勤:    2表取締役　日下部　俊 新規 現存
     (薬       2)美 平26. 2. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701,0189,2 スズキ調剤薬局　にお〒520-0801 077-511-4222スズキ薬局　株式会社山本　亮二 平14. 2. 1調剤 薬局
     の浜店 大津市におの浜二丁目２番５号　常　勤:    1　代表取締役　鈴木　 新規 現存
     １０９ (薬       1)光雄 平26. 2. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801,0194,2 本宮調剤薬局 〒520-0804 077-511-5577大津保険薬局協同組合小坂　公美 平14. 4. 1調剤 薬局
     大津市本宮二丁目９番２７号 常　勤:    3　代表理事　梶田　慈 新規 現存
     (薬       3)道 平26. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901,0198,3 株式会社友愛　マリー〒520-0025 077-511-5741株式会社　友愛　代表中野　泰治 平14. 5. 1調剤 薬局
     調剤薬局 大津市皇子が丘二丁目１０番２５常　勤:    2取締役　隠岐　暢彦 新規 現存
     号　１１０ (薬       2) 平26. 5. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001,0199,1 秋葉台薬局 〒520-0822 077-524-5080有限会社　ハイメディ中野　美幸 平14. 5. 1調剤 薬局
     大津市秋葉台六丁目３８番１０１常　勤:    1カル　代表取締役　尾 新規 現存
     号 (薬       1)崎　博司 平26. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   3101,0200,7 フロンティア薬局　本〒520-0804 077-511-5730株式会社　フロンティ髙井　佳江 平14. 5.20調剤 薬局
     宮店 大津市本宮二丁目９番２６号 常　勤:   10ア　代表取締役　重森 新規 現存
     (薬      10)　裕之 平26. 5.20
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201,0205,6 スズキ調剤薬局　西大〒520-0025 077-511-0015スズキ薬局　株式会社江澤　絵里子 平14.10. 1調剤 薬局
     津店 大津市皇子が丘二丁目１０番２５常　勤:    2　代表取締役　鈴木　 新規 現存
     －１０２号 (薬       2)光雄 平26.10. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3301,0208,0 唐崎薬局 〒520-0106 077-578-2681有限会社　エム・ケイ山本　直史 平14.11. 1調剤 薬局
     大津市唐崎三丁目２１－８ 常　勤:    1・ファーマシー　代表 新規 現存
     (薬       1)取締役　河野　哲士 平26.11. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401,0209,8 ティエス調剤薬局くろ〒520-2279 077-546-7923株式会社ティエスプラ北村　麗子 平14.11. 1調剤 薬局
     づ店 大津市黒津二丁目１６－２３ 常　勤:    1ン　代表取締役　山本 新規 現存
     (薬       1)　一哉 平26.11. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501,0212,2 勝馬薬局大津店 〒520-0106 077-578-5111勝馬　和子 勝馬　和子 平15. 6. 2調剤 薬局
     大津市唐崎三丁目３－１７唐崎ト常　勤:    2 新規 現存
     ライアングルビル１階 (薬       2) 平27. 6. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601,0218,9 サンタ薬局　田上店 〒520-2276 077-546-1882有限会社サンタメディ和田　英樹 平16. 4. 1調剤 薬局
     大津市里三丁目７番１０号 常　勤:    1カル　代表取締役　横 開設者変 現存
     (薬       1)田　葉一 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701,0219,7 サンタ薬局　南郷店 〒520-0865 077-533-6880有限会社サンタメディ青木　公平 平16. 4. 1調剤 薬局
     大津市南郷五丁目１３番１８号 常　勤:    2カル　代表取締役　横 開設者変 現存
     (薬       2)田　葉一 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   3801,0220,5 サンタ薬局　瀬田店 〒520-2134 077-545-7052有限会社サンタメディ田中　利佳 平16. 4. 1調剤 薬局
     大津市瀬田五丁目２３番１７号 常　勤:    1カル　代表取締役　横 開設者変 現存
     (薬       1)田　葉一 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901,0223,9 つくし薬局　大江店 〒520-2141 077-547-3383有限会社　つくし薬局柿木　正幸 平16. 5. 1調剤 薬局
     大津市大江三丁目２４番１４号 常　勤:    3　代表取締役　木下　 新規 現存
     (薬       3)博之 平28. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001,0225,4 まの薬局 〒520-0232 077-571-0765有限会社　メディテッ北川　貴子 平16. 6. 1調剤 薬局
     大津市真野一丁目１番６２号江若常　勤:    4ク　代表取締役　増田 新規 現存
     交通ビル１階 (薬       4)　豊 平28. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101,0227,0 瀬田調剤薬局 〒520-2153 077-544-5500有限会社　エース調剤高橋　忠雄 平17. 3. 1調剤 薬局
     大津市一里山三丁目１番１号 常　勤:    2　代表取締役　高橋　 所在地変 現存
     (薬       2)忠雄 平29. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4201,0230,4 はる風薬局 〒520-0107 077-571-1238山本　恒郎 山本　恒郎 平17. 5. 1調剤 薬局
     大津市雄琴北二丁目２番１０号 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301,0233,8 株式会社友愛　見世調〒520-0004 077-525-2359株式会社　友愛　代表杉江　陽子 平17.10. 2調剤 薬局
     剤薬局 大津市見世二丁目２番２２号 常　勤:    1取締役　隠岐　暢彦 所在地変 現存
     (薬       1) 平29.10. 2
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401,0236,1 株式会社ルックドイ薬〒520-0522 077-594-5566株式会社　ルックドイ中田　洋子 平 7. 2. 1調剤 薬局
     局　和迩支店 大津市和邇中浜４４４番地１ 常　勤:    3薬局　代表取締役　戸 更新 現存
     (薬       3)井　恵子 平28. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   4501,0237,9 かすが調剤薬局 〒520-0526 077-594-5652有限会社　エム・ケイ田村　順子 平14. 5. 1調剤 薬局
     大津市和迩中３１６番地１ 常　勤:    5・ファーマシー　代表 新規 現存
     (薬       5)取締役　河野　哲士 平26. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601,0238,7 つくし薬局 〒520-0526 077-594-8475有限会社　つくし薬局河野　美岐 平14. 6. 1調剤 薬局
     大津市和迩中３６４番地１ 常　勤:    1　代表取締役　木下　 新規 現存
     (薬       1)博之 平26. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701,0239,5 とまと薬局　和迩店 〒520-0529 077-594-8839株式会社　クリアメデ小西　雅子 平14. 7. 1調剤 薬局
     大津市和邇春日ニ丁目８６８番地常　勤:    1ィカル　代表取締役　 新規 現存
     ３５ (薬       1)田中　秀幸 平26. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801,0242,9 駅前すみれ薬局 〒520-0242 077-574-1752有限会社　エム・ケイ鵜沼　康子 平18. 3. 6調剤 薬局
     大津市本堅田五丁目２３番８号 常　勤:    2・ファーマシー　代表 所在地変 現存
     (薬       2)取締役　河野　哲士 平30. 3. 6
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901,0246,0 すこやか薬局・浜大津〒520-0046 077-510-0201株式会社　近畿予防医浦　ひふみ 平18.11. 1調剤 薬局
     大津市長等二丁目１０番２１号 常　勤:    1学研究所　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　広田　周一 平24.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001,0250,2 たんぽぽ薬局　大津店〒520-0846 077-537-7301たんぽぽ薬局株式会社佐伯　直子 平19. 1. 1調剤 薬局
     大津市富士見台１４番２１号 常　勤:    6　代表取締役　松野　 新規 現存
     (薬       6)英子 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101,0252,8 ふれあい薬局・富士見〒520-0846 077-531-1880株式会社　近畿予防医中村　由紀 平19. 2. 1調剤 薬局
     台 大津市富士見台１４番１６号 常　勤:    3学研究所　代表取締役 新規 現存
     (薬       3)　広田　周一 平25. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   5201,0254,4 株式会社　おくやま薬〒520-2145 077-545-6035株式会社　おくやま薬奥山　由美子 平19. 7. 1調剤 薬局
     局 大津市大将軍一丁目１３番７号 常　勤:    4局　代表取締役　奥山 開設者変 現存
     (薬       4)　義男 平25. 7. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5301,0255,1 じげん薬局　浜大津店〒520-0047 077-527-0780有限会社　じげん　代桜井　弘美 平19. 8. 1調剤 薬局
     大津市浜大津二丁目１番２３号 常　勤:    3表取締役　八木　惠聽 新規 現存
     (薬       3) 平25. 8. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401,0265,0 ユタカ薬局　西大津 〒520-0024 077-524-1141株式会社　ユタカファ宮武　加奈 平20. 8. 1調剤 薬局
     大津市松山町９番１５号 常　勤:    3ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       3)　羽田　洋行 平26. 8. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5501,0266,8 すみれ薬局 〒520-0006 077-521-6103株式会社　メディカル日紫喜　貴広 平20. 8. 1調剤 薬局
     大津市滋賀里一丁目８番２９号 常　勤:    3　ルーツ　代表取締役 開設者変 現存
     (薬       3)　日紫喜　貴広 平26. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5601,0268,4 スギ薬局　神領店 〒520-2132 077-547-3830株式会社　スギ薬局　青山　聡 平20. 9. 1調剤 薬局
     大津市神領二丁目６１８番 常　勤:    1代表取締役　 原　栄 開設者変 現存
     (薬       1)一 平26. 9. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5701,0269,2 スギ薬局　衣川店 〒520-0244 077-571-0468株式会社　スギ薬局　瀬津　李奈 平20. 9. 1調剤 薬局
     大津市衣川一丁目３７番２号 常　勤:    1代表取締役　 原　栄 開設者変 現存
     (薬       1)一 平26. 9. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801,0270,0 スギ薬局　瀬田店 〒520-2144 077-548-3901株式会社　スギ薬局　井上　亜衣 平20. 9. 1調剤 薬局
     大津市大萱一丁目７番１７号 常　勤:    1代表取締役　 原　栄 開設者変 現存
     (薬       1)一 平26. 9. 1
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   5901,0272,6 スギ薬局　堅田店 〒520-0241 077-571-1099株式会社　スギ薬局　端山　真弓 平20. 9. 1調剤 薬局
     大津市今堅田二丁目１２番２号 常　勤:    1代表取締役　 原　栄 開設者変 現存
     (薬       1)一 平26. 9. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6001,0274,2 ヤマグチ薬局　明日都〒520-8530 077-510-7550株式会社　ヤマグチ薬草下　明信 平20.11. 1調剤 薬局
     店 大津市浜大津４丁目１番１号　明常　勤:    2局　代表取締役　山口 新規 現存
     日都浜大津 (薬       2)　重雄 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6101,0275,9 河野薬局 〒520-0242 077-573-3252有限会社　エム・ケイ関口　隆司 平20.11.28調剤 薬局
     大津市本堅田五丁目２０番１０号常　勤:    2・ファーマシー　代表 所在地変 現存
     (薬       2)取締役　河野　哲士 平26.11.28
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6201,0277,5 山本薬局 〒520-0113 077-579-3299株式会社　山玉　代表山本　和也 平21. 3. 1調剤 薬局
     大津市坂本三丁目３２番２９号 常　勤:    1取締役　山本　和也 開設者変 現存
     (薬       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6301,0278,3 もも薬局　神領団地店〒520-2131 077-543-0132有限会社　もも薬局　木村　雅子 平21. 4. 1調剤 薬局
     大津市三大寺６番８号 常　勤:    2代表取締役　岡本　雅 新規 現存
     (薬       2)子 平27. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6401,0279,1 あい神領薬局 〒520-2132 077-545-3120株式会社　ファルコフ松井　千裕 平21. 3.21調剤 薬局
     大津市神領二丁目４０番２１号 常　勤:    1ァーマシーズ　代表取 開設者変 現存
     (薬       1)締役　松原　宣正 平27. 3.21
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6501,0280,9 あい南郷薬局 〒520-0865 077-533-3638株式会社　ファルコフ上田　和美 平21. 3.21調剤 薬局
     大津市南郷一丁目６番１０号 常　勤:    5ァーマシーズ　代表取 開設者変 現存
     (薬       5)締役　松原　宣正 平27. 3.21
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6601,0281,7 なの花薬局　仰木の里〒520-0246 077-536-5508株式会社　共栄ファー野﨑　あかね 平21. 5. 1調剤 薬局
     店 大津市仰木の里七丁目１番１３号常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)宇野　光裕 平27. 5. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
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   6701,0282,5 株式会社　友愛　神宮〒520-0026 077-526-8655株式会社　友愛　代表福尾　清美 平21. 6. 1調剤 薬局
     前薬局 大津市桜野町一丁目１６番１２号常　勤:    1取締役　隠岐暢彦 新規 現存
     (薬       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6801,0284,1 びわこ薬局 〒520-0002 077-522-0105金　ヒョウイチ 崔　明實 平21. 7. 1調剤 薬局
     大津市際川三丁目１番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6901,0285,8 ハート調剤薬局　石山〒520-0862 077-531-0746株式会社ハートファー松﨑　正文 平21. 6. 1調剤 薬局
     店 大津市平津一丁目３０番１８号 常　勤:    2マシー　代表取締役　 開設者変 現存
     (薬       2)嶋　博之 平27. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7001,0286,6 はぴねす調剤薬局 〒520-0057 077-524-6161株式会社ケイ・エム・大平　博 平21. 9. 1調剤 薬局
     大津市御幸町１番２８ 常　勤:    1シー　代表取締役　松 新規 現存
     (薬       1)山　喜範 平27. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7101,0287,4 アイン薬局大津店 〒520-0846 077-533-1422株式会社アインメディ志岐　瞳 平21.10. 1調剤 薬局
     大津市富士見台１４番地１９ 常　勤:    2オ　代表取締役　佐竹 開設者変 現存
     (薬       2)　辰幸 平27.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7201,0288,2 ヤマヤ薬局 〒520-0242 077-573-6578山本　麻早見 山本　幹也 平22. 2. 1調剤 薬局
     大津市本堅田二丁目８番１５号 常　勤:    1 開設者変 現存
     (薬       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7301,0289,0 オリーブ薬局 〒520-0027 077-522-5005有限会社メディテック増田　陽子 平22. 4. 1調剤 薬局
     大津市錦織三丁目１６番２０号 常　勤:    1　代表取締役　増田　 新規 現存
     (薬       1)豊 平28. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   7401,0291,6 ピュア調剤薬局 〒520-0027 077-525-7713株式会社マーメイド　早川　久代 平22. 6. 1調剤 薬局
     大津市錦織三丁目１０番２５号ミ常　勤:    1代表取締役　松山　喜 新規 現存
     ノベマンション１Ｆ (薬       1)範 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7501,0293,2 ファースト調剤薬局　〒520-0242 077-571-0707株式会社ファースト　橋井　勝 平22.10. 1調剤 薬局
     大津堅田店 大津市本堅田四丁目６番２１号 常　勤:    1代表取締役　下島　孝 新規 現存
     (薬       1)道 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7601,0294,0 スギ薬局　大津富士見〒520-0846 077-531-0180株式会社　スギ薬局　土井　武司 平23. 3. 1調剤 薬局
     台店 大津市富士見台３番１号 常　勤:    1代表取締役　 原　栄 新規 現存
     (薬       1)一 平29. 3. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7701,0296,5 さかのいち調剤薬局 〒520-0113 077-579-8521株式会社マーメイド　木村　圭輔 平23. 4. 1調剤 薬局
     大津市坂本三丁目３２番２１号 常　勤:    1代表取締役　松山　喜 新規 現存
     (薬       1)範 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7801,0297,3 ひまわり薬局大津長等〒520-0046 077-526-1751有限会社　ひまわり薬星野　直子 平23. 6. 1調剤 薬局
     店 大津市長等二丁目８番３８号浜大常　勤:    4局　代表取締役　大原 所在地変 現存
     津ヒルズ１階 (薬       4)　整 平29. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7901,0298,1 ファルコはやぶさ薬局〒520-2132 077-572-6516株式会社　ファルコフ笹田　誠 平23. 8. 1調剤 薬局
     　瀬田店 大津市神領一丁目９－１８ 常　勤:    2ァーマシーズ　代表取 新規 現存
     (薬       2)締役　松原　宣正 平29. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8001,0299,9 れもん薬局 〒520-0113 077-536-5482有限会社　メディテッ坂之上　佐和子 平23. 9. 1調剤 薬局
     大津市坂本六丁目３０番３７号 常　勤:    4ク　代表取締役　増田 新規 現存
     (薬       4)　豊 平29. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   8101,0300,5 ツタ薬局　大津京町店〒520-0044 077-510-2011株式会社　サン・アイ乾　正行 平23. 9. 1調剤 薬局
     大津市京町一丁目２番２３号奥村常　勤:    2ビー　代表取締役　別 開設者変 現存
     ビル１階 (薬       2)役　末治 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8201,0301,3 イオン薬局　イオンス〒520-0025 077-500-2071イオンリテール株式会宗村　一生 平23.12. 1調剤 薬局
     タイル大津京 大津市皇子が丘三丁目１１－１イ常　勤:    5社　代表取締役　岡崎 新規 現存
     オンスタイル大津京１階 (薬       5)　双一 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8301,0302,1 ミント薬局　桜野町店〒520-0026 077-518-7125株式会社　ＳＩＮＣＥ佐々木　智也 平23.12. 1調剤 薬局
     大津市桜野町二丁目４－７パデシ常　勤:    2ＲＥＬＹ　代表取締役 所在地変 現存
     オン西大津１Ｆ (薬       2)　谷口　善繁 平29.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8401,0303,9 スギ薬局　大津京駅前〒520-0025 077-510-7377株式会社　スギ薬局　竹原　嵩博 平24. 4. 1調剤 薬局
     店 大津市皇子が丘二丁目８番５号 常　勤:    1代表取締役　 原　栄 新規 現存
     (薬       1)一 平30. 4. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8501,0305,4 福徳寿薬局 〒520-2152 077-545-7302有限会社　シンエイ　辻　佳克 平24. 7.17調剤 薬局
     大津市月輪一丁目３番８号　アル常　勤:    2代表取締役　辻　佳克 所在地変 現存
     プラザ瀬田１階 (薬       2) 平24. 7.17
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8601,0306,2 ふるさと薬局 〒520-2276 077-536-3410株式会社　アモス　代芝原　隆之 平24. 8. 1調剤 薬局
     大津市里五丁目２番１１号 常　勤:    2表取締役　神尾　太資 開設者変 現存
     (薬       2) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8701,0307,0 ふるさと薬局　石山駅〒520-0832 077-531-2236株式会社　アモス　代徳岡　夕香 平24. 8. 1調剤 薬局
     前店 大津市粟津町４番７号　石山駅前常　勤:    2表取締役　神尾　太資 開設者変 現存
     近江鉄道ビル１階 (薬       2) 平24. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   8801,0308,8 メロディ薬局 〒520-2144 077-543-0262有限会社　オーク　代松野　友典 平24. 9. 1調剤 薬局
     大津市大萱一丁目１６番２３号 常　勤:    3表取締役　日下部　俊 開設者変 現存
     (薬       3)美 平24. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8901,0310,4 かたた薬局 〒520-0241 077-573-6852有限会社　エム・ケイ宮嶋　千玲 平24.11.24調剤 薬局
     大津市今堅田二丁目２６番１８号常　勤:    2・ファーマシー　代表 所在地変 現存
     (薬       2)取締役　河野　哲士 平24.11.24
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9001,0311,2 すばる薬局 〒520-0814 077-510-7505吉川　泰樹 吉川　泰樹 平25. 2.12調剤 薬局
     大津市本丸町３番８－１号 常　勤:    1 所在地変 現存
     (薬       1) 平25. 2.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9101,0312,0 うさぎ調剤薬局 〒520-0832 077-537-8884株式会社うさぎメディ澤井　智江 平25. 4. 1調剤 薬局
     大津市粟津町１７番２１－２号 常　勤:    1ケア　代表取締役　丹 開設者変 現存
     (薬       1)波　卯子 平25. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9201,0313,8 うさぎ調剤薬局　浜大〒520-0047 077-521-7775株式会社うさぎメディ保井　洋平 平25. 5. 1調剤 薬局
     津店 大津市浜大津三丁目２番１号 常　勤:    1ケア　代表取締役　丹 新規 現存
     (薬       1)波　卯子 平25. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9301,0314,6 サンドラッグ大津美崎〒520-0841 077-531-2238株式会社サンドラッグ熱海　学 平25. 5. 1調剤 薬局
     薬局 大津市美崎町２番２５号 常　勤:    1　代表取締役　赤尾　 新規 現存
     (薬       1)主哉 平25. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9401,0315,3 スギ薬局　堅田東店 〒520-0241 077-571-1080株式会社　スギ薬局　植木　圭子 平25. 5. 1調剤 薬局
     大津市今堅田二丁目２３番１７号常　勤:    1代表取締役　 原　栄 新規 現存
     (薬       1)一 平25. 5. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   9501,0316,1 ジップドラッグ唐崎薬〒520-0004 077-510-0655株式会社ココカラファ山内　隆司 平25. 4. 1調剤 薬局
     局 大津市見世二丁目１９番５５号 常　勤:    3イン　ヘルスケア　代 開設者変 現存
     (薬       3)表取締役　塚本　厚志 平25. 4. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9601,0317,9 福尾薬局 〒520-0046 077-524-3305端山　庄子 端山　庄子 平25. 8. 1調剤 薬局
     大津市長等三丁目３番２０号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9701,0318,7 ハーモニー薬局・石山〒520-0831 077-574-7555株式会社ハーモニー・籏瀬　昌生 平25. 8. 1調剤 薬局
     店 大津市松原町１４番１６号レゾナ常　勤:    1レゾナンス　代表取締 新規 現存
     ンスビル１階 (薬       1)役　籏瀨　昌生 平25. 8. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9801,0319,5 まごころ薬局 〒520-0027 077-510-1123株式会社　まごころ　中村　友紀 平25. 9. 1調剤 薬局
     大津市錦織三丁目１５－３１ 常　勤:    1代表取締役　八田　泰 新規 現存
     (薬       1)寛 平25. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9901,0320,3 なの花薬局　中ノ庄店〒520-0837 077-526-8805株式会社共栄ファーマ澤　久子 平25.10. 1調剤 薬局
     大津市中庄一丁目１４番１０号－常　勤:    2シー　代表取締役　宇 新規 現存
     ３ (薬       2)野　光裕 平25.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10001,0321,1 漢方舎　アルカ薬局 〒520-0242 077-573-1288株式会社アルカ　代表瀬尾　龍平 平25.11. 1調剤 薬局
     大津市本堅田６丁目３５番２６号常　勤:    5取締役　中島　康伸 新規 現存
     (薬       5) 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10101,0322,9 あさひ薬局　大津店 〒520-0232 077-572-1251株式会社ファーマみら池田　駿 平25.11. 1調剤 薬局
     大津市真野五丁目１番３０号 常　勤:    3い　代表取締役　清原 開設者変 現存
     (薬       3)　陽子 平25.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  10201,0323,7 共創未来　雄琴薬局 〒520-0101 077-577-3980株式会社ファーマみら片岡　典子 平25.11. 1調剤 薬局
     大津市雄琴六丁目１２番１１号 常　勤:    1い　代表取締役　清原 開設者変 現存
     (薬       1)　陽子 平25.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10301,0324,5 クロス調剤薬局 〒520-0055 077-526-8232株式会社クロスメディ中井　順一 平25.12. 2調剤 薬局
     大津市春日町２番１号ＣＯＣＯＬ常　勤:    1ック　代表取締役　渡 新規 現存
     ＡＳ大津１０３号 (薬       1)辺　茂 平25.12. 2
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10401,0325,2 ステーション薬局　石〒520-0832 077-537-7227株式会社アインメディ山本　純子 平25.12. 1調剤 薬局
     山店 大津市粟津町３番２号　ＪＲ石山常　勤:    3オ　代表取締役　佐竹 開設者変 現存
     駅ＮＫビル３０１号 (薬       3)　辰幸 平25.12. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10501,0328,6 ウエルシア薬局　大津〒520-0103 077-579-7731ウエルシア薬局株式会木村　直幸 平26. 9. 1調剤 薬局
     木の岡店 大津市木の岡町５１番１号 常　勤:    2社　代表取締役　水野 開設者変 現存
     (薬       2)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10601,0329,4 ショコラ調剤薬局 〒520-0004 077-574-7795株式会社マーメイド　 山　康 平26.12. 1調剤 薬局
     大津市見世二丁目１９番２２号コ常　勤:    1代表取締役　松山　喜 新規 現存
     ーポイーボス１０１号 (薬       1)範 平26.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10701,0330,2 アイガー薬局 〒520-0834 077-548-6693伊東　かおる 伊東　かおる 平27. 1. 1調剤 薬局
     大津市御殿浜２２－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10801,0331,0 スギ薬局　石山店 〒520-0855 077-526-5998株式会社スギ薬局　代中村　由佳 平27. 4. 1調剤 薬局
     大津市栄町６番２５号 常　勤:    1表取締役　榊原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  10901,0332,8 ユタカ薬局大津市民病〒520-0803 077-510-0622株式会社ユタカファー山本　大介 平27. 8. 1調剤 薬局
     院前 大津市竜が丘１番３号 常　勤:    3マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       3)羽田　洋行 平27. 8. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11001,0333,6 ユタカ薬局ひえい辻 〒520-0105 077-577-5005株式会社ユタカファー田中　邦拓 平27. 9. 1調剤 薬局
     大津市下阪本六丁目１６番１６号常　勤:    2マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)羽田　洋行 平27. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11101,0334,4 キノシタ薬局 〒520-0832 077-534-8830キノシタ薬局株式会社西村　秀明 平27. 9. 1調剤 薬局
     大津市粟津町１７－１１鶴屋ビル常　勤:    6　代表取締役　西村　 開設者変 現存
     １Ｆ (薬       6)秀明 平27. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11201,0335,1 にじいろ薬局 〒520-2145 077-547-2520株式会社　おくやま薬冨永　健介 平27.11. 1調剤 薬局
     大津市大将軍１丁目９－１２ 常　勤:    1局　代表取締役　奥山 新規 現存
     (薬       1)　義男 平27.11. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11301,0336,9 琵琶湖サニー薬局 〒520-0854 077-531-0664メグコーポレート株式西澤　久美子 平28. 3. 1調剤 薬局
     大津市鳥居川町４番１８号 常　勤:    1会社　代表取締役　松 新規 現存
     (薬       1)山　恵美子 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11401,0337,7 なの花薬局　わに店 〒520-0528 077-594-2411株式会社共栄ファーマ藤原　里美 平28. 4. 1調剤 薬局
     大津市和邇高城２６７－１ 常　勤:    3シー　代表取締役　宇 開設者変 現存
     (薬       3)野　光裕 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11501,0338,5 なの花薬局　堅田店 〒520-0241 077-573-4011株式会社共栄ファーマ山内　尚子 平28. 4. 1調剤 薬局
     大津市今堅田二丁目１４－１　Ａ常　勤:    1シー　代表取締役　宇 開設者変 現存
     Ｓレジデンス大津堅田１Ｆ (薬       1)野　光裕 平28. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  11601,0339,3 なの花薬局　大津坂本〒520-0113 077-578-5311株式会社共栄ファーマ納　幸子 平28. 4. 1調剤 薬局
     店 大津市坂本一丁目２５－５ 常　勤:    3シー　代表取締役　宇 開設者変 現存
     (薬       3)野　光裕 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11701,0340,1 ティエス調剤薬局　田〒520-2275 077-536-2666株式会社ティエスプラ長尾　智子 平28. 4. 1調剤 薬局
     上店 大津市枝４丁目７番９号 常　勤:    1ン　代表取締役　山本 開設者変 現存
     (薬       1)　一哉 平28. 4. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11801,0341,9 ウエルシア薬局　大津〒520-0242 077-571-0805ウエルシア薬局株式会鈴木　梨紗 平28. 9. 1調剤 薬局
     堅田店 大津市本堅田５－９－１２ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平28. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11901,0342,7 アイセイ薬局　唐崎店〒520-0001 077-526-8166株式会社アイセイ薬局伊藤　和浩 平28.10. 1調剤 薬局
     大津市蓮池町１４－２５ 常　勤:    3　代表取締役　藤井　 開設者変 現存
     (薬       3)江美 平28.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12001,0343,5 エスエスピー薬局 〒520-0106 077-572-6627メグコーポレート株式木村　良一 平29. 4. 1調剤 薬局
     大津市唐崎二丁目１１－３ 常　勤:    1会社　代表取締役　松 新規 現存
     (薬       1)山　恵美子 平29. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12101,0344,3 ユタカ薬局　瀬田 〒520-2141 077-547-1051株式会社ユタカファー星野　昌志 平29. 4. 1調剤 薬局
     大津市大江二丁目３４－１４ 常　勤:    2マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)羽田　洋行 平29. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12201,0345,0 膳所ハート薬局 〒520-0802 077-524-1740クオール株式会社　代我藤　智枝 平29. 7. 1調剤 薬局
     大津市馬場二丁目７－５ 常　勤:    1表取締役　中村　敬 開設者変 現存
     (薬       1) 平29. 7. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  12301,0346,8 おの薬局 〒520-0532 077-594-8050株式会社ラパスファル太田　春樹 平29. 9. 1調剤 薬局
     大津市湖青一丁目１－１４ 常　勤:    1マシア　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)太田　春樹 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12401,0347,6 ウエルシア薬局　大津〒520-0106 077-577-1757ウエルシア薬局株式会東岡　晃平 平29.10. 2調剤 薬局
     唐崎店 大津市唐崎一丁目２１－５ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平29.10. 2
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12501,0348,4 ファミリー薬局 〒520-0861 077-533-2775株式会社グットメディ梶田　慈道 平29. 9. 1調剤 薬局
     大津市石山寺三丁目２２－１０ 常　勤:    3カル　代表取締役　梶 開設者変 現存
     (薬       3)田　慈道 平29. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12601,0349,2 ぱんだ薬局　瀬田店 〒520-2145 077-536-5038株式会社パンダリーナ坂本　芳庸 平30. 2. 1調剤 薬局
     大津市大将軍三丁目２４－８ 常　勤:    1　代表取締役　山川　 新規 現存
     (薬       1)典子 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12701,0350,0 エスケー薬局 〒520-0043 077-527-5670株式会社　エスケーエ中野　純人 平30. 4. 1調剤 薬局
     大津市中央一丁目１－７ 常　勤:    1ヌファーマシー　代表 新規 現存
     (薬       1)取締役　中野　純人 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12801,0351,8 もくれん薬局 〒520-0832 077-534-1540株式会社マーメイド　鈴木　直貴 平30. 4. 1調剤 薬局
     大津市粟津町２－６５ 常　勤:    1代表取締役　松山　喜 新規 現存
     (薬       1)範 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12901,0352,6 スギ薬局　瀬田東店 〒520-2152 077-572-7752株式会社スギ薬局　代中村　恵 平30. 5. 1調剤 薬局
     大津市月輪二丁目１－８ 常　勤:    1表取締役　榊原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13001,0353,4 アイセイ薬局　瀬田北〒520-2145 077-548-3015株式会社アイセイ薬局小間　敦世 平30. 5. 1調剤 薬局
     店 大津市大将軍一丁目１７－７ 常　勤:    1　代表取締役　藤井　 新規 現存
     (薬       1)江美 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  13101,0354,2 アイセイ薬局　瀬田大〒520-2141 077-548-3055株式会社アイセイ薬局加納　由貴 平30. 5. 1調剤 薬局
     江店 大津市大江七丁目６－４７ 常　勤:    1　代表取締役　藤井　 新規 現存
     (薬       1)江美 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13201,0355,9 膳所ゆう薬局 〒520-0802 077-510-5650株式会社京都南調剤薬大林　裕子 平30. 4. 1調剤 薬局
     大津市馬場三丁目２－２８ 常　勤:    1局　代表取締役　神林 開設者変 現存
     (薬       1)　純二 平30. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13301,0356,7 アイリス薬局 〒520-0106 077-577-3362株式会社ファーマエッ井出口　敬亮 平30. 5. 1調剤 薬局
     大津市唐崎三丁目１－１０ 常　勤:    1ジ　代表取締役　井出 開設者変 現存
     (薬       1)口　敬亮 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13402,0001,7 有限会社　丁子屋薬局〒522-0088 0749-22-2702有限会社　丁子屋薬局近藤　嘉男 昭32.10. 1調剤 薬局
     彦根市銀座町４番１８号 常　勤:    2　代表取締役　近藤　 更新 現存
     (薬       2)嘉男 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13502,0003,3 瀬古薬局 〒522-0063 0749-23-0010瀬古　武夫 瀬古　義夫 昭32.10. 1調剤 薬局
     彦根市中央町６番７号 常　勤:    1 更新 現存
     (薬       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13602,0011,6 若森薬局 〒522-0081 0749-22-0756若森　邦雄 若森　邦雄 昭32.10. 1調剤 薬局
     彦根市京町三丁目５番３８号 常　勤:    1 更新 現存
     (薬       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13702,0032,2 吉坂薬局 〒522-0064 0749-22-1032吉坂　忠男 吉坂　忠男 昭61. 5. 1調剤 薬局
     彦根市本町二丁目２番４号 常　勤:    1 更新 現存
     (薬       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13802,0036,3 コスモス調剤薬局 〒522-0201 0749-24-8955中村　宏 中村　純子 平 3.11. 1調剤 薬局
     彦根市高宮町１９７５番地１ 常　勤:    1 更新 現存
     (薬       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  13902,0039,7 有川薬局 〒522-0004 0749-22-2203有川　智子 有川　智子 平 4. 9. 1調剤 薬局
     彦根市鳥居本町４２５番地 常　勤:    1 更新 現存
     (薬       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14002,0042,1 ぷるす調剤薬局 〒522-0054 0749-23-9211有限会社　勇樹企画　三浦　崇 平 5. 6. 1調剤 薬局
     彦根市西今町４１９番地１ 常　勤:    2代表取締役　宇野　直 更新 現存
     (薬       2)希 平29. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14102,0044,7 株式会社　原町薬局 〒522-0023 0749-26-3133株式会社　原町薬局　射手矢　宣子 平 5. 8. 1調剤 薬局
     彦根市原町１８０番地１０ 常　勤:    1代表取締役　射手矢　 更新 現存
     (薬       1)慎一 平29. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14202,0046,2 大丸屋薬局 〒522-0201 0749-22-0148中村　宏 中村　宏 平 5.11. 1調剤 薬局
     彦根市高宮町１８９０番地 常　勤:    1 更新 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14302,0052,0 すみれ調剤薬局 〒522-0023 0749-24-9519株式会社　原町薬局　西田　久敏 平 9. 4. 1調剤 薬局
     彦根市原町８５０番地２６６ 常　勤:    1代表取締役　射手矢　 新規 現存
     (薬       1)愼一 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14402,0054,6 キリン堂薬局　南彦根〒522-0054 0749-21-3098株式会社　キリン堂　小泉　晴香 平 9. 8. 1調剤 薬局
     店 彦根市西今町４３５番地１ 常　勤:    1代表取締役　寺西　豊 新規 現存
     (薬       1)彦 平24. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14502,0055,3 さつき調剤薬局 〒522-0201 0749-26-5155中村　宏 上田　慶子 平10. 4. 1調剤 薬局
     彦根市高宮町１７９３番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  14602,0057,9 のぞみ調剤薬局 〒522-0087 0749-26-1345有限会社　シナプス　古野　芳行 平10. 6. 1調剤 薬局
     彦根市芹橋二丁目９番１１号 常　勤:    1代表取締役　西村　健 新規 現存
     (薬       1)児 平28. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14702,0059,5 阪神調剤薬局　南彦根〒522-0054 0749-22-6673株式会社　阪神調剤薬増崎　詞子 平11.10. 1調剤 薬局
     店 彦根市西今町２１番地１ 常　勤:    4局　代表取締役　岩崎 開設者変 現存
     (薬       4)　壽毅 平29.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14802,0061,1 河瀬調剤薬局 〒529-1156 0749-25-2771有限会社　シナプス　橋本　智子 平12. 1. 1調剤 薬局
     彦根市清崎町２９２番地１ 常　勤:    2代表取締役　西村　健 所在地変 現存
     (薬       2)児 平30. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14902,0063,7 ひまわり調剤薬局 〒522-0064 0749-21-6116有限会社　ひまわり調堀口　宅也 平12. 7. 1調剤 薬局
     彦根市本町一丁目４番２３号 常　勤:    2剤薬局　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)堀口　宅也 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15002,0068,6 トマト調剤薬局 〒522-0074 0749-27-9855田中　克幸 田中　かよ子 平13. 4. 1調剤 薬局
     彦根市大東町１４番２３号　上野常　勤:    2 新規 現存
     第１ビル (薬       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15102,0070,2 めぐみ薬局日夏店 〒522-0047 0749-28-2610有限会社　シナプス　酒井　たかね 平13.12. 1調剤 薬局
     彦根市日夏町３６６１番地５ 常　勤:    2代表取締役　西村　健 新規 現存
     (薬       2)児 平25.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15202,0073,6 花しょうぶ調剤薬局 〒522-0083 0749-27-2006山根　克明 清水　寛介 平14. 1. 1調剤 薬局
     彦根市河原二丁目２番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  15302,0077,7 彦根かいえ薬局 〒522-0056 0749-30-3161株式会社　彦薬　代表伊勢川　梨奈 平14. 6. 1調剤 薬局
     彦根市開出今町１５２４番地４ 常　勤:    3取締役　射手矢　愼一 新規 現存
     (薬       3) 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15402,0084,3 わかば薬局 〒522-0047 0749-28-7837豊田　和男 豊田　優子 平15. 9. 1調剤 薬局
     彦根市日夏町１８７５番地２８ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15502,0085,0 疋田調剤薬局 〒521-1123 0749-43-5484株式会社疋田薬房　代疋田　州宏 平16. 4. 1調剤 薬局
     彦根市肥田町９８１番地２ 常　勤:    2表取締役　疋田　州宏 その他 現存
     (薬       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15602,0087,6 有限会社　ひまわり調〒522-0052 0749-27-7575有限会社　ひまわり調浦辻　みゆき 平16.12. 1調剤 薬局
     剤薬局　長曽根南店 彦根市長曽根南町３８９番地１ 常　勤:    1剤薬局　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)堀口　宅也 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15702,0088,4 アピス薬局　彦根店 〒522-0063 0749-21-2552株式会社　アピスファ 原　省司 平17. 2. 1調剤 薬局
     彦根市中央町３番５５号 常　勤:    2ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　川越　敏章 平29. 2. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15802,0091,8 アピス薬局　沼波店 〒522-0038 0749-21-3935株式会社　アピスファ野口　直之 平18. 3. 1調剤 薬局
     彦根市西沼波町２６９番地２３ 常　勤:    1ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　川越　敏章 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15902,0092,6 明徳調剤薬局　彦根店〒522-0073 0749-21-2355株式会社　明徳ケアワ梅田　みどり 平18. 4. 1調剤 薬局
     彦根市旭町５番２号 常　勤:    1ーク　代表取締役　横 新規 現存
     (薬       1)山　亮一 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16002,0094,2 いなえ澁谷薬局 〒521-1143 0749-43-7250株式会社　薬膳企画　澁谷　周年 平19. 3. 1調剤 薬局
     彦根市上西川町３８５番地３ 常　勤:    3代表取締役　西村　健 新規 現存
     (薬       3)児 平25. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    23 頁

  16102,0095,9 アピス薬局　稲枝店 〒521-1104 0749-47-8073株式会社　アピスファ中川　毅彦 平19. 7. 1調剤 薬局
     彦根市出路町３５１番地１ 常　勤:    2ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　川越　敏章 平25. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16202,0096,7 わたなべ調剤薬局　彦〒522-0029 0749-21-4320株式会社　クロスメデ東郷　敦子 平19.10. 2調剤 薬局
     根店 彦根市地蔵町１９０番地７ 常　勤:    1ィック　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)渡辺　茂 平25.10. 2
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16302,0097,5 せり薬局 〒522-0086 0749-21-4327株式会社　原町薬局　射手矢　雄一 平19.10. 1調剤 薬局
     彦根市後三条町６４５番地 常　勤:    1代表取締役　射手矢　 新規 現存
     (薬       1)愼一 平25.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16402,0098,3 リリー薬局 〒522-0043 0749-24-8860池田　弥三郎 池田　富美子 平19.10. 1調剤 薬局
     彦根市小泉町１０６番地１ウイル常　勤:    2 新規 現存
     ライフ南彦根１０５号 (薬       2) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16502,0099,1 野の花薬局 〒522-0067 0749-27-0860本郷　眞澄 本郷　眞澄 平19.11. 1調剤 薬局
     彦根市長曽根町５番２６号　５号常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16602,0100,7 調剤薬局　明治 〒522-0084 0749-24-7236林　邦彦 林　洋平 平20. 2. 1調剤 薬局
     彦根市橋向町４３番地 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16702,0103,1 スギ薬局　南彦根店 〒522-0043 0749-30-1670株式会社　スギ薬局　大志万　哲哉 平20. 9. 1調剤 薬局
     彦根市小泉町１０６番地１０ 常　勤:    1代表取締役　 原　栄 開設者変 現存
     (薬       1)一 平26. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16802,0104,9 スギ薬局　彦根西今店〒522-0054 0749-21-3520株式会社　スギ薬局　友近　祐真 平20. 9. 1調剤 薬局
     彦根市西今町９５２番地３ 常　勤:    1代表取締役　 原　栄 開設者変 現存
     (薬       1)一 平26. 9. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  16902,0106,4 後三条ハッピー薬局 〒522-0086 0749-24-3650株式会社岡建産　取締岡　謙二 平21. 6. 1調剤 薬局
     彦根市後三条町４９５番３　１階常　勤:    2役　岡　謙二 開設者変 現存
     (薬       2) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17002,0107,2 ヤマグチ薬局　彦根野〒522-0055 0749-21-0757株式会社ヤマグチ薬局小南　美穂 平21. 6. 1調剤 薬局
     瀬店 彦根市野瀬町２４番１号 常　勤:    1　代表取締役　山口　 開設者変 現存
     (薬       1)重雄 平27. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17102,0110,6 ユタカ薬局彦根南 〒522-0055 0749-21-3390株式会社ユタカファー島　竜介 平22. 4. 1調剤 薬局
     彦根市野瀬町字新海１５４番地１常　勤:    5マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       5)羽田　洋行 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17202,0112,2 ふれあい薬局・彦根駅〒522-0010 0749-21-3366株式会社近畿予防医学眞方　智美 平22. 9. 1調剤 薬局
     前 彦根市駅東町１５番１　近江鉄道常　勤:    2研究所　代表取締役　 新規 現存
     ビル (薬       2)広田　周一 平28. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17302,0113,0 さん調剤薬局 〒522-0042 0749-47-5329三吉　隆治 三吉　隆治 平22. 9. 1調剤 薬局
     彦根市戸賀町字上野入３８番地４常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17402,0114,8 たかみや薬局 〒522-0201 0749-47-5432株式会社　ノースメデ北野　賢 平22.11. 1調剤 薬局
     彦根市高宮町２９４１番１８ 常　勤:    1ィック　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)北野　賢 平28.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17502,0118,9 スギ薬局　河瀬店 〒522-0223 0749-28-7511株式会社　スギ薬局　堂本　研吾 平25. 1. 1調剤 薬局
     彦根市川瀬馬場町１０８０番地１常　勤:    1代表取締役　 原　栄 新規 現存
     (薬       1)一 平25. 1. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  17602,0120,5 きずな薬局 〒522-0053 0749-47-6951株式会社キズナファー若林　一喜 平25.10. 1調剤 薬局
     彦根市大藪町２０３５番地６ 常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)若林　一喜 平25.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17702,0121,3 彦根ハッピー薬局 〒522-0074 0749-25-0506株式会社岡建産　代表丸本　健司 平26. 4. 1調剤 薬局
     彦根市大東町２番３０ＳＡＮＧＯ常　勤:    2取締役　岡　謙二 新規 現存
     ビル１階 (薬       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17802,0122,1 ユタカ調剤薬局日夏 〒522-0047 0749-28-9302株式会社　ユタカファ畑木　智裕 平26. 3.25調剤 薬局
     彦根市日夏町３６９６番 常　勤:    3ーマシー　代表取締役 所在地変 現存
     (薬       3)　羽田　洋行 平26. 3.25
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17902,0124,7 のぞみ薬局　東沼波店〒522-0027 0749-25-2951有限会社　シナプス　安福　栄子 平26.10. 1調剤 薬局
     彦根市東沼波町１０１８ 常　勤:    1代表取締役　西村　健 新規 現存
     (薬       1)児 平26.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18002,0125,4 スギ薬局　稲枝店 〒521-1124 0749-43-8025株式会社スギ薬局　代平　正輝 平27. 1. 1調剤 薬局
     彦根市野良田町３１１番地 常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18102,0126,2 さくら薬局　彦根川瀬〒522-0223 0749-28-2566クラフト株式会社　代大隅　千景 平27. 5. 1調剤 薬局
     馬場店 彦根市川瀬馬場町１０８２－４ 常　勤:    1表取締役　大塚　吉史 開設者変 現存
     (薬       1) 平27. 5. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18202,0127,0 そうごう薬局　彦根日〒522-0047 0749-30-9811総合メディカル株式会青木　哲朗 平27.10. 1調剤 薬局
     夏店 彦根市日夏町２８８１－１ 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平27.10. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  18302,0128,8 ツタ薬局　彦根店 〒522-0033 0749-47-6402カワテイノベーション川嶋　徹也 平28. 4. 1調剤 薬局
     彦根市芹川町４７２－１７ 常　勤:    1株式会社　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　川嶋　徹也 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18402,0129,6 すずらん薬局 〒522-0054 0749-26-5277株式会社近畿予防医学冨田　悠允 平28. 4. 1調剤 薬局
     彦根市西今町１３８番地１１ 常　勤:    1研究所　代表取締役　 開設者変 現存
     (薬       1)広田　周一 平28. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18502,0130,4 やすらぎ薬局彦根松原〒522-0002 0749-47-6670株式会社ファルマリン菊井　美智子 平28. 6. 1調剤 薬局
     店 彦根市松原町３６１４番地 常　勤:    1ク　代表取締役　藤田 開設者変 現存
     (薬       1)　聡 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18602,0132,0 クスリのアオキ西今薬〒522-0054 0749-47-6575株式会社クスリのアオ権田　賢司 平28. 7. 1調剤 薬局
     局 彦根市西今町３１４番地１ 常　勤:    1キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       1)　宏憲 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18702,0133,8 ヤクゴ薬局彦根店 〒522-0054 0749-27-0895株式会社ファルマスタツツミ　ノリコ 平28.10. 1調剤 薬局
     彦根市西今町１１３１－１７ 常　勤:    4ー　代表取締役　井浪 開設者変 現存
     (薬       4)　義幸 平28.10. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18802,0134,6 明治薬局ビバシティ店〒522-0044 0749-27-6118林　邦彦 林　邦彦 平28.12. 1調剤 薬局
     彦根市竹ケ鼻町４３番２号ビバシ常　勤:    1 新規 現存
     ティ彦根１階 (薬       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18902,0136,1 松原調剤薬局 〒522-0002 0749-26-8777株式会社アルカサル　馬場　美奈 平29. 1. 1調剤 薬局
     彦根市松原町１８９２－２－２ 常　勤:    1代表取締役　八重　恵 開設者変 現存
     (薬       1)介 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  19002,0137,9 キリン堂薬局　彦根市〒522-0056 0749-27-6166株式会社キリン堂　代藤井　真吾 平29. 3. 1調剤 薬局
     立病院前店 彦根市開出今町１７３３－５－１常　勤:    1表取締役　寺西　豊彦 所在地変 現存
     １０ (薬       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19102,0138,7 彦根ハート薬局 〒522-0056 0749-23-8021クオール株式会社　代上田　正人 平29. 7. 1調剤 薬局
     彦根市開出今町１７３３－５－１常　勤:    1表取締役　中村　敬 開設者変 現存
     ０１ (薬       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19202,0139,5 スギ薬局　彦根中央店〒522-0039 0749-49-2012株式会社スギ薬局　代善塔　達也 平29.11. 1調剤 薬局
     彦根市和田町４７－２ 常　勤:    1表取締役　榊原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19302,0140,3 阪神調剤薬局　彦根北〒522-0056 0749-30-0818株式会社　アイエル　坂東　尚彦 平30. 1. 4調剤 薬局
     店 彦根市開出今町１７１６－６ 常　勤:    2代表取締役　岩崎　友 開設者変 現存
     (薬       2)香 平30. 1. 4
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19403,0025,4 スマイル薬局 〒526-0831 0749-62-3922有限会社　スマイルメ桑山　修一 平 6.10. 1調剤 薬局
     長浜市宮司町１０９６番地１２ 常　勤:    1ディカル　代表取締役 更新 現存
     (薬       1)　桑山　修一 平24.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19503,0029,6 長生堂薬局 〒526-0024 0749-62-1172有限会社　長生堂　取中川　修 平11. 1. 1調剤 薬局
     長浜市三ツ矢元町４番２８号 常　勤:    1締役　山内雅夫 開設者変 現存
     (薬       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19603,0033,8 ふれあい薬局・八幡中〒526-0021 0749-68-5333株式会社近畿予防医学中村　佳子 平12.10. 2調剤 薬局
     山 長浜市八幡中山町８０２番地 常　勤:    1研究所　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)広田　周一 平24.10. 2
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  19703,0034,6 ふれあい薬局・大戌亥〒526-0043 0749-68-4570株式会社　近畿予防医谷口　貴美代 平13. 5. 1調剤 薬局
     長浜市大戌亥町７３８番地７ 常　勤:    1学研究所　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　広田　周一 平25. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19803,0035,3 スマイル祇園薬局 〒526-0061 0749-62-6300有限会社　スマイルメ平野　昌彦 平13.11. 1調剤 薬局
     長浜市祇園町１３２番地９ 常　勤:    1ディカル　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　桑山　修一 平25.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19903,0036,1 タケシタ薬局六荘店 〒526-0042 0749-64-5486有限会社　くすりのタ竹下　英里 平13.12. 1調剤 薬局
     長浜市勝町２１番地１ 常　勤:    1ケシタ　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)竹下　裕基 平25.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20003,0040,3 スマイル平方薬局 〒526-0033 0749-64-3922有限会社　スマイルメ戸田　真史 平17. 8. 1調剤 薬局
     長浜市平方町１１８８番地 常　勤:    1ディカル　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　桑山　修一 平29. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20103,0043,7 ふれあい岡平薬局 〒526-0037 0749-64-3312株式会社　近畿予防医木野　竜也 平18. 5. 1調剤 薬局
     長浜市高田町１１番３号 常　勤:    1学研究所　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　広田　周一 平30. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20203,0044,5 阪神調剤薬局　長浜店〒526-0052 0749-68-1785株式会社　阪神調剤薬千田　佳彦 平18. 5. 1調剤 薬局
     長浜市神前町９番３７号 常　勤:    2局　代表取締役　岩崎 新規 現存
     (薬       2)　壽毅 平30. 5. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20303,0046,0 キリン堂調剤薬局　長〒526-0032 0749-64-4501株式会社　キリン堂　澤田　康信 平18. 7. 3調剤 薬局
     浜店 長浜市南高田町１９５番地６ 常　勤:    1代表取締役　寺西　豊 新規 現存
     (薬       1)彦 平24. 7. 3
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  20403,0047,8 イズミヤ調剤薬局 〒526-0031 0749-65-1022吉原　豊 角野　紘一 平19. 3. 1調剤 薬局
     長浜市八幡東町９番地１ 常　勤:    2 所在地変 現存
     (薬       2) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20503,0052,8 たんぽぽ薬局　長浜店〒526-0043 0749-62-2831たんぽぽ薬局株式会社西村　春香 平20. 5. 1調剤 薬局
     長浜市大戌亥町２５５番地 常　勤:    4　代表取締役　松野　 新規 現存
     (薬       4)英子 平26. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20603,0055,1 ファーコス薬局　いず〒526-0043 0749-68-3585株式会社　ファーコス川村　公代 平20. 6. 1調剤 薬局
     み 長浜市大戌亥町２８８番地５ 常　勤:    2　代表取締役　島田　 新規 現存
     (薬       2)光明 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20703,0056,9 アイン薬局　長浜店 〒526-0043 0749-68-2450株式会社アインメディ阿部　直史 平20. 6. 1調剤 薬局
     長浜市大戌亥町２５４番地１ 常　勤:    1オ　代表取締役　佐竹 新規 現存
     (薬       1)　辰幸 平26. 6. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20803,0058,5 ユタカ薬局　長浜八幡〒526-0021 0749-63-3258株式会社　ユタカファ宮本　晃洋 平20. 6. 1調剤 薬局
     中山 長浜市八幡中山町５０３番地 常　勤:    3ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       3)　羽田　洋行 平26. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20903,0059,3 ワカモリ薬局 〒526-0845 0749-63-5515有限会社　ワカモリ薬若森　文夫 平20. 8. 4調剤 薬局
     長浜市小堀町８０番４ 常　勤:    4局　代表取締役　若森 所在地変 現存
     (薬       4)　文夫 平26. 8. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21003,0060,1 スギ薬局　長浜大辰巳〒526-0834 0749-64-4765株式会社　スギ薬局　菅野　木綿 平20. 9. 1調剤 薬局
     店 長浜市大辰巳町３７番地サンミュ常　勤:    1代表取締役　 原　栄 開設者変 現存
     ージック長浜店内 (薬       1)一 平26. 9. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21103,0061,9 スギ薬局　高田店 〒526-0037 0749-68-0008株式会社　スギ薬局　林　高志 平20. 9. 1調剤 薬局
     長浜市高田町１１番３３号 常　勤:    1代表取締役　 原　栄 開設者変 現存
     (薬       1)一 平26. 9. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
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  21203,0062,7 スギ薬局　長浜インタ〒526-0014 0749-68-1045株式会社　スギ薬局　小林　達矢 平20. 9. 1調剤 薬局
     ー店 長浜市口分田町４６６番地 常　勤:    1代表取締役　 原　栄 開設者変 現存
     (薬       1)一 平26. 9. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21303,0063,5 長浜調剤薬局 〒526-0052 0749-64-1689株式会社　ムーンファ川地　小百合 平20.10. 1調剤 薬局
     長浜市神前町９番３５号 常　勤:    1ーマシーズ　代表取締 開設者変 現存
     (薬       1)役　木村　昌義 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21403,0064,3 ヤマグチ薬局　列見町〒526-0062 0749-65-0000株式会社ヤマグチ薬局松田　直子 平21. 6. 1調剤 薬局
     店 長浜市列見町４０番７ 常　勤:    2　代表取締役　山口　 開設者変 現存
     (薬       2)重雄 平27. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21503,0065,0 ヤマグチ薬局　勝町店〒526-0042 0749-68-0162株式会社ヤマグチ薬局山口　利明 平21. 6. 1調剤 薬局
     長浜市勝町３７３番地 常　勤:    2　代表取締役　山口　 開設者変 現存
     (薬       2)重雄 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21603,0071,8 くるみ調剤薬局 〒529-0142 0749-73-4513株式会社　ケアネット久留島　文治 平18. 7. 1調剤 薬局
     長浜市田町６２番地１ 常　勤:    2　代表取締役　久留島 開設者変 現存
     (薬       2)　文治 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21703,0072,6 ふれあい薬局・とらひ〒529-0113 0749-73-8011株式会社　近畿予防医小川　祐視子 平21. 4. 1調剤 薬局
     め 長浜市大井町１８６番２ 常　勤:    1学研究所　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　広田　周一 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21803,0074,2 アイン薬局　湖北店 〒529-0426 0749-82-8052株式会社アインメディ三浦　正尊 平20. 3. 1調剤 薬局
     長浜市木之本町黒田１０８６番地常　勤:    4オ　代表取締役　佐竹 新規 現存
     ５ (薬       4)　辰幸 平26. 3. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  21903,0075,9 たんぽぽ薬局　木之本〒529-0426 0749-82-8231たんぽぽ薬局株式会社前田　梨紗 平20. 3. 1調剤 薬局
     店 長浜市木之本町黒田１０９０番地常　勤:    3　代表取締役　松野　 新規 現存
     １ (薬       3)英子 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22003,0076,7 ユタカ薬局　木之本 〒529-0426 0749-82-3223株式会社　ユタカファ中林　巧 平20. 5. 1調剤 薬局
     長浜市木之本町黒田１０７５番地常　勤:    3ーマシー　代表取締役 新規 現存
     １ (薬       3)　羽田　洋行 平26. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22103,0078,3 スギ薬局　滋賀高月店〒529-0261 0749-85-8133株式会社　スギ薬局　棚瀬　晶紀 平20. 9. 1調剤 薬局
     長浜市高月町東物部１２４番地１常　勤:    1代表取締役　 原　栄 開設者変 現存
     (薬       1)一 平26. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22203,0079,1 スギ薬局　木之本店 〒529-0425 0749-82-8015株式会社　スギ薬局　山本　尚人 平20. 9. 1調剤 薬局
     長浜市木之本町木之本１５７０番常　勤:    1代表取締役　 原　栄 開設者変 現存
     地４平和堂木之本店内 (薬       1)一 平26. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22303,0083,3 つばさ薬局 〒529-0425 0749-82-3511株式会社ドリームファ澤村　尚 平22. 3. 1調剤 薬局
     長浜市木之本町木之本２０１５　常　勤:    1ーマシーズ　代表取締 新規 現存
     生活館内 (薬       1)役　澤村　尚 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22403,0084,1 さくら薬局　長浜宮前〒526-0053 0749-68-1055クラフト株式会社　代 　真衣 平22. 4. 1調剤 薬局
     店 長浜市宮前町６番１７号 常　勤:    3表取締役　大塚　吉史 開設者変 現存
     (薬       3) 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22503,0085,8 さくら薬局　長浜下坂〒526-0044 0749-63-0377クラフト株式会社　代井上　かおり 平22. 4. 1調剤 薬局
     店 長浜市下坂中町２２７番地４ 常　勤:    1表取締役　大塚　吉史 開設者変 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  22603,0086,6 そよかぜ薬局 〒529-0112 0749-73-8177クラフト株式会社　代峰　純平 平22. 4. 1調剤 薬局
     長浜市宮部町３０２９番地２ 常　勤:    1表取締役　大塚　吉史 開設者変 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22703,0087,4 さくら薬局　長浜川道〒526-0111 0749-72-8090クラフト株式会社　代西川　弓 平22. 4. 1調剤 薬局
     店 長浜市川道町５１３番地５ 常　勤:    3表取締役　大塚　吉史 開設者変 現存
     (薬       3) 平28. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22803,0088,2 さくら薬局　長浜元浜〒526-0059 0749-68-2290クラフト株式会社　代青木　克昌 平22. 4. 1調剤 薬局
     店 長浜市元浜町３１番１５号 常　勤:    1表取締役　大塚　吉史 開設者変 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22903,0089,0 いるか薬局寺田店 〒526-0045 0749-68-2525株式会社ムーンファー木村　昌義 平22. 9. 1調剤 薬局
     長浜市寺田町字甲敷２４７番１ 常　勤:    1マシーズ　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　木村　昌義 平28. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23003,0091,6 イオン薬局長浜店 〒526-0847 0749-68-5550イオンリテール株式会中川　裕之 平23. 5. 1調剤 薬局
     長浜市山階町２７１－１　イオン常　勤:    3社　代表取締役　岡崎 新規 現存
     長浜店１階 (薬       3)　双一 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23103,0092,4 どんぐり薬局 〒526-0021 0749-65-2911株式会社チェックポイ田村　秀明 平24. 5. 1調剤 薬局
     長浜市八幡中山町３１８番地４１常　勤:    3ント　代表取締役　大 新規 現存
     (薬       3)森　徹也 平30. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23203,0094,0 ふれあい薬局・こほく〒529-0341 0749-78-8122株式会社近畿予防医学奈知　正 平25.12. 1調剤 薬局
     長浜市湖北町速水２４６番３ 常　勤:    1研究所　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)広田　周一 平25.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  23303,0095,7 スギ薬局　長浜店 〒526-0025 0749-53-3910株式会社スギ薬局　代日置　高弘 平26. 1. 1調剤 薬局
     長浜市分木町４番２９号 常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23403,0096,5 ほたるの薬局 〒526-0203 0749-56-1195株式会社　ウィルウェ西井　伸善 平26. 5. 1調剤 薬局
     長浜市野瀬町８２８番地健康パー常　勤:    2スト　代表取締役　西 新規 現存
     クあざい２Ｆ (薬       2)井　伸善 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23503,0097,3 すこやか薬局・長浜 〒526-0034 0749-64-5522株式会社近畿予防医学宮﨑　佳之 平26. 7. 1調剤 薬局
     長浜市弥高町１８０ 常　勤:    1研究所　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)広田　周一 平26. 7. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23603,0099,9 そうごう薬局　長浜店〒529-0354 0749-79-0451総合メディカル株式会藤原　直子 平27. 2. 1調剤 薬局
     長浜市湖北町山本１２０２番 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平27. 2. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23703,0100,5 エキマエ調剤薬局 〒526-0059 0749-62-8924有限会社　エキマエ薬室谷　節子 平27. 2. 1調剤 薬局
     長浜市元浜町９－１９ 常　勤:    1品　代表取締役　日比 所在地変 現存
     (薬       1)　淳夫 平27. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23803,0101,3 長生堂薬局　速水店 〒529-0341 0749-78-8060株式会社　ログアップ上野　暢之 平27. 4. 1調剤 薬局
     長浜市湖北町速水２８１６番地 常　勤:    1　取締役　上野　暢之 開設者変 現存
     (薬       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23903,0102,1 クスリのアオキ宮司薬〒526-0831 0749-53-3698株式会社クスリのアオ中村　嘉亜 平27. 6. 1 薬局
     局 長浜市宮司町６７７番地 常　勤:    2キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       2)宏憲 平27. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  24003,0104,7 阪神調剤薬局　長浜八〒526-0021 0749-53-2661株式会社　阪神調剤薬川瀬　慶子 平27.12. 1調剤 薬局
     幡店 長浜市八幡中山町３９４ 常　勤:    1局　代表取締役　岩崎 開設者変 現存
     (薬       1)　壽毅 平27.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24103,0105,4 ユタカ薬局長浜 〒526-0033 0749-68-3260株式会社ユタカファー熊谷　浩太 平28. 7. 1調剤 薬局
     長浜市平方町３７５番４ 常　勤:    2マシー　代表取締役社 新規 現存
     (薬       2)長　羽田　洋行 平28. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24203,0109,6 エン薬局　長浜風の街〒526-0021 0749-53-4105株式会社アクシスト　梅川　利幸 平29. 6. 1調剤 薬局
     店 長浜市八幡中山町３６１風の街キ常　勤:    1代表取締役　梅川　利 新規 現存
     ャンスシティ２内 (薬       1)幸 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24303,0110,4 ファーマライズ薬局　〒526-0043 0749-68-3455株式会社テラ・ヘルス澤村　美貴子 平30. 3. 1調剤 薬局
     長浜店 長浜市大戌亥町１２１２ 常　勤:    1プロモーション　代表 開設者変 現存
     (薬       1)取締役　赤松　優仁 平30. 3. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24403,0111,2 ファーマライズ薬局　〒526-0817 0749-68-3022株式会社テラ・ヘルス橋本　崇 平30. 3. 1調剤 薬局
     長浜七条店 長浜市七条町１０２６－４ 常　勤:    4プロモーション　代表 開設者変 現存
     (薬       4)取締役　赤松　優仁 平30. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24503,0112,0 ファーマライズ薬局　〒526-0059 0749-64-5003株式会社テラ・ヘルス小谷　佳子 平30. 3. 1調剤 薬局
     元浜町店 長浜市元浜町２９－５ 常　勤:    2プロモーション　代表 開設者変 現存
     (薬       2)取締役　赤松　優仁 平30. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24604,0026,0 （株）シガヤクヒン　〒523-0063 0748-36-8002株式会社　シガヤクヒ川端　茂幹 昭61. 9. 1調剤 薬局
     北里薬局 近江八幡市十王町３４６番地３ 常　勤:    2ン　代表取締役　川端 更新 現存
     (薬       2)茂幹 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24704,0028,6 有限会社　きよし堂薬〒523-0891 0748-33-5840有限会社　きよし堂薬川端　潤子 昭63. 1. 1調剤 薬局
     局 近江八幡市鷹飼町５４７番地２ 常　勤:    3局　代表取締役　川端 更新 現存
     (薬       3)　清一 平30. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
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  24804,0037,7 薬局ケンコーファーマ〒523-0864 0748-32-3033有限会社　ケンコー　小山　久子 平 8. 5. 1調剤 薬局
     シー 近江八幡市為心町元１５番地 常　勤:    1代表取締役　小山　純 開設者変 現存
     (薬       1)一 平29. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24904,0038,5 ツメ薬局 〒523-0046 0748-34-6211ツメ薬品　株式会社　爪　昌代 平 8. 5. 1調剤 薬局
     近江八幡市上野町２０番１号 常　勤:    1代表取締役　爪　志通 新規 現存
     (薬       1)子 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25004,0039,3 みやもと薬局 〒523-0004 0748-38-8211宮本　和美 宮本　和美 平10. 3. 1調剤 薬局
     近江八幡市西生来町１４２４番地常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25104,0042,7 八幡ますだ薬局 〒523-0891 0748-38-0517有限会社　メディテッ小林　恭子 平10.10. 1調剤 薬局
     近江八幡市鷹飼町南三丁目３番４常　勤:    2ク　取締役　増田　豊 新規 現存
     号 (薬       2) 平28.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25204,0043,5 ひまわり薬局　近江八〒523-0813 0748-38-1590有限会社　ひまわり薬岡林　陽介 平12.10. 1調剤 薬局
     幡店 近江八幡市西本郷町東６番６号 常　勤:    4局　代表取締役　大原 新規 現存
     (薬       4)　整 平24.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25304,0045,0 マイン薬局 〒523-0082 0748-32-8486有限会社　マイン薬局大沢　信裕 平14. 8. 1調剤 薬局
     近江八幡市土田町２６８番地４ 常　勤:    2　代表取締役　大沢　 所在地変 現存
     (薬       2)信裕 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25404,0049,2 キリン堂薬局近江八幡〒523-0891 0748-31-3270株式会社　キリン堂　白川　滋大 平15. 6. 1調剤 薬局
     店 近江八幡市鷹飼町北一丁目８－３常　勤:    1代表取締役　寺西　豊 新規 現存
     (薬       1)彦 平27. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  25504,0053,4 いづつ薬局 〒523-0898 0748-37-7476有限会社　いづつ薬局三崎　洋文 平16.10. 1調剤 薬局
     近江八幡市鷹飼町南三丁目４番１常　勤:    1　代表取締役　磯矢　 開設者変 現存
     号 (薬       1)毅 平28.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25604,0055,9 フラワー薬局近江八幡〒523-0891 0748-31-1193株式会社　メディカル藤森　光子 平17. 4. 1調剤 薬局
     店 近江八幡市鷹飼町７４３番地５ 常　勤:    3一光　代表取締役　野 新規 現存
     (薬       3)間　誠司 平29. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25704,0059,1 ティエス調剤薬局　近〒523-0082 0748-36-5955株式会社ティエスプラ箭野　晴美 平18. 9. 1調剤 薬局
     江八幡店 近江八幡市土田町２９６番地１ 常　勤:    1ン　代表取締役　山本 新規 現存
     (薬       1)　一哉 平24. 9. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25804,0061,7 キリン堂調剤薬局　近〒523-0894 0748-31-3470株式会社　キリン堂　小椋　祐二 平18. 9. 1調剤 薬局
     江八幡西店 近江八幡市中村町２８番地２ 常　勤:    1代表取締役　寺西　豊 新規 現存
     (薬       1)彦 平24. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25904,0062,5 じゅうおう薬局 〒523-0063 0748-34-2117株式会社　ファーマネ梅影　淳史 平18.12. 1調剤 薬局
     近江八幡市十王町８２番地４ 常　勤:    2ット　代表取締役　梅 新規 現存
     (薬       2)影　淳史 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26004,0063,3 いづつ薬局　篠原店 〒523-0056 0748-31-1801有限会社　いづつ薬局宇野　留満子 平19.11. 1調剤 薬局
     近江八幡市古川町１１９２番地７常　勤:    3　代表取締役　磯矢　 新規 現存
     ９ (薬       3)毅 平25.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26104,0064,1 フジイ薬局 〒523-0016 0748-37-1661フジイ薬局　株式会社藤居　剛 平19.10.10調剤 薬局
     近江八幡市千僧供町２６３番地４常　勤:    1　代表取締役　藤居　 開設者変 現存
     (薬       1)剛 平25.10.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26204,0065,8 スギ薬局　アクア２１〒523-0891 0748-38-8410株式会社　スギ薬局　松本　起代子 平20. 9. 1調剤 薬局
     店 近江八幡市鷹飼町１７９番地ＡＱ常　勤:    1代表取締役　 原　栄 開設者変 現存
     ＵＡ２１内　１階 (薬       1)一 平26. 9. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
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  26304,0066,6 スギ薬局　近江八幡駅〒523-0891 0748-31-3685株式会社　スギ薬局　難波　鈴代 平20. 9. 1調剤 薬局
     前店 近江八幡市鷹飼町５７３番地 常　勤:    2代表取締役　 原　栄 開設者変 現存
     (薬       2)一 平26. 9. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26404,0068,2 ユタカ調剤薬局安土 〒521-1311 0748-46-8066株式会社　ユタカファ旭　真知代 平10. 6. 1調剤 薬局
     近江八幡市安土町下豊浦４７０５常　勤:    5ーマシー　代表取締役 新規 現存
     番地１ (薬       5)　羽田　洋行 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26504,0070,8 あづち調剤薬局 〒521-1351 0748-46-8700株式会社　明徳ケアワ長﨑　安希子 平13. 6. 1調剤 薬局
     近江八幡市安土町常楽寺４１６番常　勤:    1ーク　代表取締役　横 新規 現存
     地 (薬       1)山　亮一 平25. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26604,0071,6 エムハート薬局　みや〒523-0828 0748-31-3180株式会社ミック　代表山川　祐一郎 平22. 4. 1調剤 薬局
     うち店 近江八幡市宮内町１８８番地７ 常　勤:    1取締役　中川　春原 新規 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26704,0072,4 いちえ薬局 〒521-1351 0748-46-3939株式会社ケイファーマ加納　裕介 平22. 4. 1調剤 薬局
     近江八幡市安土町常楽寺６０番地常　勤:    2　代表取締役　加納　 新規 現存
     (薬       2)裕介 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26804,0075,7 いずみ薬局 〒523-0891 0748-32-3522株式会社いずみ薬局　田中　忠信 平22. 7.12調剤 薬局
     近江八幡市鷹飼町４５０番地の１常　勤:    2代表取締役　田中　忠 所在地変 現存
     ２ (薬       2)信 平28. 7.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26904,0076,5 ユタカ薬局近江八幡 〒523-0893 0748-31-2721株式会社ユタカファー寺尾　彩 平22.12. 1調剤 薬局
     近江八幡市桜宮町２００ー９ 常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)羽田　洋行 平28.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  27004,0078,1 かも調剤薬局 〒523-0058 0748-36-7827株式会社メイプル　代永井　智宏 平24. 1. 1調剤 薬局
     近江八幡市加茂町３６６０番地６常　勤:    3表取締役　永井　智宏 所在地変 現存
     (薬       3) 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27104,0079,9 やすらぎ薬局　近江八〒523-0891 0748-31-2167株式会社アビメディカ福島　啓太 平24. 5. 1調剤 薬局
     幡店 近江八幡市鷹飼町１５０４番１ 常　勤:    1ル　代表取締役　保田 新規 現存
     (薬       1)　裕司 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27204,0080,7 スギ薬局　近江八幡店〒523-0894 0748-31-1151株式会社　スギ薬局　並河　智美 平24.12. 1調剤 薬局
     近江八幡市中村町４９番地１３ 常　勤:    1代表取締役　 原　栄 新規 現存
     (薬       1)一 平24.12. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27304,0081,5 さくらみや薬局 〒523-0893 0748-32-6638プラスファーマ株式会白井　敬士 平25. 1. 1調剤 薬局
     近江八幡市桜宮町２９９番地１ 常　勤:    1社　代表取締役　白井 開設者変 現存
     (薬       1)　敬士 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27404,0082,3 老蘇薬局 〒521-1332 0748-46-2519有限会社　シナプス　藤井　信一 平25. 6. 1調剤 薬局
     近江八幡市安土町東老蘇１１７１常　勤:    1代表取締役　西村　健 所在地変 現存
     －４ (薬       1)児 平25. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27504,0084,9 やすらぎ薬局　長田町〒523-0811 0748-32-6066株式会社　アビメディ井上　里和 平26. 7. 1調剤 薬局
     店 近江八幡市長田町１２６８－３ 常　勤:    1カル　代表取締役　保 新規 現存
     (薬       1)田　裕司 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27604,0085,6 ゆうなみ薬局 〒523-0856 0748-31-2238金澤　重幸 金澤　重幸 平26.10. 1調剤 薬局
     近江八幡市音羽町２４番地１ 常　勤:    1 開設者変 現存
     (薬       1) 平26.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  27704,0086,4 ウエルシア薬局近江八〒523-0015 0748-38-8305ウエルシア薬局株式会小島　勇也 平26.12. 1調剤 薬局
     幡店 近江八幡市上田町１２７８－３ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平26.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27804,0088,0 さつき薬局 〒523-0041 0748-31-3700有限会社おおつぐ薬局大継　力 平28. 4. 1調剤 薬局
     近江八幡市中小森町２７０番２２常　勤:    1　代表取締役　大継　 新規 現存
     号 (薬       1)麗子 平28. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27904,0089,8 なの花薬局　近江八幡〒523-0893 0748-31-1711株式会社共栄ファーマ柏井　眞弓 平28. 4. 1調剤 薬局
     店 近江八幡市桜宮町２１１－５ 常　勤:    1シー　代表取締役　宇 開設者変 現存
     (薬       1)野　光裕 平28. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28004,0091,4 ヤクゴ薬局北之庄店 〒523-0806 0748-33-1171株式会社ファルマスタ谷　玲子 平28.10. 1調剤 薬局
     近江八幡市北之庄町３９９－１５常　勤:    3ー　代表取締役　井浪 開設者変 現存
     (薬       3)　義幸 平28.10. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28104,0092,2 ヤクゴ薬局ぶーめらん〒523-0892 0748-31-3465株式会社ファルマスタ久保井　寛 平28.10. 1調剤 薬局
     店 近江八幡市出町３０８－１ 常　勤:    3ー　代表取締役　井浪 開設者変 現存
     (薬       3)　義幸 平28.10. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28204,0093,0 アイセイ薬局　近江八〒523-0033 0748-31-3311株式会社　アイセイ薬髙木　宏征 平28.10. 1調剤 薬局
     幡店 近江八幡市日吉野町６７３ 常　勤:    4局　代表取締役　藤井 開設者変 現存
     (薬       4)　江美 平28.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28304,0094,8 ウエルシア薬局　近江〒523-0037 0748-38-5032ウエルシア薬局株式会栗山　善成 平28.12. 1調剤 薬局
     八幡若宮店 近江八幡市東町１８７番地－１ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平28.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  28404,0095,5 いちえ薬局　中小森店〒523-0041 0748-43-1104株式会社ケイリザルトマツモト　コウジ 平30. 5. 1調剤 薬局
     近江八幡市中小森町３３９－１ 常　勤:    1　代表取締役　加納　 新規 現存
     (薬       1)裕介 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28505,0009,3 カギヤ薬局 〒527-0012 0748-23-1313株式会社　鎰屋薬局　小島　修 昭41.10. 1調剤 薬局
     東近江市八日市本町１３番９号 常　勤:    2代表取締役　小島　修 更新 現存
     (薬       2) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28605,0012,7 株式会社太陽堂薬局　〒527-0026 0748-23-3233株式会社　太陽堂薬局桐山　恵子 昭55. 5. 1調剤 薬局
     野々宮店 東近江市八日市野々宮町２番２９常　勤:    1　代表取締役　奥村　 更新 現存
     号 (薬       1)晃一郎 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28705,0019,2 アイ薬局 〒527-0033 0748-23-9985岩谷　康男 岩谷　里美 平 8. 5. 1調剤 薬局
     東近江市東沖野三丁目８番７３号常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28805,0023,4 キクヤ調剤薬局　沖野〒527-0034 0748-24-3939有限会社　ハヤシデラ藤井　登士子 平13. 4. 1調剤 薬局
     店 東近江市沖野一丁目５番３６号 常　勤:    1　代表取締役　林寺　 開設者変 現存
     (薬       1)享子 平25. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28905,0024,2 キクヤ調剤薬局　緑町〒527-0023 0748-24-1616有限会社　ハヤシデラ大島　千鶴 平13. 4. 1調剤 薬局
     店 東近江市八日市緑町３番１号 常　勤:    1　代表取締役　林寺　 開設者変 現存
     (薬       1)享子 平25. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29005,0025,9 キクヤ調剤薬局　東本〒527-0025 0748-24-0200有限会社　ハヤシデラ髙沢　マリコ 平13. 4. 1調剤 薬局
     町店 東近江市八日市東本町３番１０号常　勤:    1　代表取締役　林寺　 開設者変 現存
     (薬       1)享子 平25. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  29105,0026,7 ふれあい薬局　八日市〒527-0039 0748-20-0811株式会社　近畿予防医野瀬　修平 平14. 1. 4調剤 薬局
     東近江市青葉町１番４５号 常　勤:    1学研究所　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　広田　周一 平26. 1. 4
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29205,0027,5 わたなべ調剤薬局　八〒527-0012 0748-24-9008株式会社　クロスメデ城　裕人 平14.10. 1調剤 薬局
     日市店 東近江市八日市本町２番７号かわ常　勤:    1ィック　代表取締役　 新規 現存
     とらビル１Ｆ (薬       1)渡辺　茂 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29305,0028,3 キクヤ調剤薬局小脇店〒527-0015 0748-23-0008有限会社　ハヤシデラ武井　コスギ 平16.10. 1調剤 薬局
     東近江市中野町８００番地１ 常　勤:    1　代表取締役　林寺　 新規 現存
     (薬       1)享子 平28.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29405,0029,1 有限会社丸山薬局 〒527-0231 0748-27-0111有限会社　丸山薬局　大石　和美 平15. 6. 1調剤 薬局
     東近江市山上町９２３番地２ 常　勤:    1代表取締役　大石　和 開設者変 現存
     (薬       1)美 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29505,0032,5 フラワー薬局　湖東店〒527-0134 0749-45-4193株式会社　メディカル畑　隆彦 平16. 4. 1調剤 薬局
     東近江市平松町３０番地１ 常　勤:    2一光　代表取締役　野 新規 現存
     (薬       2)間　誠司 平28. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29605,0033,3 わかば薬局 〒529-1445 0748-48-8612グリーンファーマシー森　敦子 平17. 5. 1調剤 薬局
     東近江市五個荘清水鼻町１２６番常　勤:    2　株式会社　代表取締 開設者変 現存
     地１ (薬       2)役　古川　健一郎 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29705,0036,6 カギヤ薬局愛東 〒527-0162 0749-46-0100有限会社　コジマ　代小島　繁郎 平17.10. 1調剤 薬局
     東近江市妹町１７１番地１ 常　勤:    1表取締役　小島　繁郎 所在地変 現存
     (薬       1) 平29.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  29805,0037,4 ファルコはやぶさ薬局〒527-0134 0749-47-2250株式会社　ファルコフ 岡　治之 平17.12. 1調剤 薬局
     湖東店 東近江市平松町１１０６番地１ 常　勤:    3ァーマシーズ　代表取 新規 現存
     (薬       3)締役　松原　宣正 平29.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29905,0041,6 すずらん薬局　蒲生店〒529-1572 0748-55-8230株式会社　回生堂　代清水　聡 平16. 5. 1調剤 薬局
     東近江市桜川西町８７８番地 常　勤:    1表取締役　橋本　直幸 開設者変 現存
     (薬       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30005,0042,4 有限会社能登川薬局　〒521-1221 0748-42-0015有限会社能登川薬局　片山　紀子 昭32.10. 1調剤 薬局
     片山回天堂 東近江市垣見町７８６番地 常　勤:    1片山回天堂　代表取締 更新 現存
     (薬       1)役　片山　紀子 平24.10. 2
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30105,0043,2 本庄治良堂薬局 〒521-1221 0748-42-0055株式会社　本庄治良堂本庄　美代子 昭50. 1. 1調剤 薬局
     東近江市垣見町８００番地５ 常　勤:    2　代表取締役　本庄　 更新 現存
     (薬       2)康孝 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30205,0045,7 つじく薬局 〒521-1205 0748-42-0667辻九薬品販売株式会社宮地　秀和 平15.12. 1調剤 薬局
     東近江市躰光寺町６１０番地４ 常　勤:    3　代表取締役　宮地　 新規 現存
     (薬       3)秀和 平27.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30305,0048,1 キクヤ調剤薬局　建部〒527-0023 0748-22-0008有限会社　ハヤシデラ河居　誠 平19. 6. 1調剤 薬局
     店 東近江市八日市緑町２番８号 常　勤:    1　代表取締役　林寺　 新規 現存
     (薬       1)享子 平25. 6. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30405,0049,9 スズキ調剤薬局　能登〒521-1222 0748-42-0920スズキ薬局　株式会社前川　友香 平19.10. 1調剤 薬局
     川店 東近江市佐野町３９７番地１ 常　勤:    1　代表取締役　鈴木　 新規 現存
     (薬       1)光雄 平25.10. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  30505,0051,5 ハーモニー薬局・能登〒521-1221 0748-36-2630株式会社　ハーモニー濵口　義大 平20. 5. 2調剤 薬局
     川店 東近江市垣見町１５９８番地２ 常　勤:    1・ウェルネス　代表取 新規 現存
     (薬       1)締役　籏瀨　昌生 平26. 5. 2
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30605,0053,1 能登川そよかぜ薬局 〒521-1222 0748-42-8090クラフト株式会社　代加藤　陽子 平22. 4. 1調剤 薬局
     東近江市佐野町１９６番地 常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 開設者変 現存
     (薬       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30705,0054,9 ひばり調剤薬局 〒527-0121 0749-45-0582株式会社ケイング　代川端　浩敬 平22. 5. 1調剤 薬局
     東近江市小池町５３１番地１ 常　勤:    1表取締役　川端　浩敬 開設者変 現存
     (薬       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30805,0055,6 さわだ薬局　八日市店〒527-0022 0748-22-0802株式会社スリーエムコ松浦　典子 平23. 4. 1調剤 薬局
     東近江市八日市上之町４番２８号常　勤:    1ーポレーション　代表 新規 現存
     (薬       1)取締役　中坪　みなみ 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30905,0056,4 ひよこ薬局 〒529-1532 0748-43-1145株式会社　オフィス澤鈴木　由美子 平24.10. 1調剤 薬局
     東近江市市子松井町１９１番３ 常　勤:    1田　代表取締役　澤田 新規 現存
     (薬       1)　覚 平24.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31005,0058,0 阪神調剤薬局　東近江〒527-0045 0748-23-1750株式会社　阪神調剤薬児玉　剛志 平25. 4. 1調剤 薬局
     店 東近江市中小路町４９４番地４ 常　勤:    4局　代表取締役　岩崎 開設者変 現存
     (薬       4)　壽毅 平25. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31105,0059,8 コスモファーマ薬局　〒529-1444 0748-48-8125株式会社コスモファー森　辰実 平25.11. 1調剤 薬局
     五個荘店 東近江市五個荘石塚町２４ 常　勤:    1マ大阪　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)藤田　愛里 平25.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  31205,0060,6 さふ谷薬局 〒529-1551 0748-55-4182山口　恭子 山口　恭子 平26. 1. 1調剤 薬局
     東近江市宮川町２４４－９０８ 常　勤:    2 所在地変 現存
     (薬       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31305,0061,4 ウエルシア薬局　東近〒527-0015 0748-20-3177ウエルシア関東株式会朝本　茂友 平26. 8. 1調剤 薬局
     江八日市店 東近江市中野町２６９ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31405,0062,2 ユタカ薬局八日市 〒527-0013 0748-20-2805株式会社ユタカファー岩井　研一郎 平26.10. 1調剤 薬局
     東近江市東中野町３１４ 常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)羽田　洋行 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31505,0065,5 つばさ薬局　八日市店〒527-0045 0748-43-1221有限会社　ムラセ薬局福岡　美紀 平27. 9. 1調剤 薬局
     東近江市中小路町６３７－３ 常　勤:    1　取締役　村瀨　進吾 開設者変 現存
     (薬       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31605,0066,3 スマート調剤薬局 〒527-0174 0749-46-8058株式会社　仁徳　代表上野　克彦 平27. 9. 1調剤 薬局
     東近江市大萩町４６番地 常　勤:    1取締役　上野　克彦 開設者変 現存
     (薬       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31705,0068,9 いろは調剤薬局 〒527-0072 0748-20-1680株式会社マーレ薬品　佐々木　裕 平28. 7. 1調剤 薬局
     東近江市布引台一丁目９８０番２常　勤:    1代表取締役　松山　喜 新規 現存
     ２ (薬       1)範 平28. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31805,0069,7 つばさ薬局緑町店 〒527-0023 0748-20-2880有限会社ムラセ薬局　山本　祐三 平28. 9. 1調剤 薬局
     東近江市八日市緑町５－２６ 常　勤:    1取締役　村瀨　進吾 新規 現存
     (薬       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31905,0070,5 キクヤ調剤薬局　札の〒527-0033 0748-23-0800有限会社　ハヤシデラ竹島　千代美 平28.11. 1調剤 薬局
     店 東近江市東沖野四丁目１６番１７常　勤:    1　代表取締役　林寺　 新規 現存
     号 (薬       1)享子 平28.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
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  32005,0071,3 スギ薬局　八日市店 〒527-0025 0748-43-2244株式会社　スギ薬局　川口　昌子 平28.11. 1調剤 薬局
     東近江市八日市東本町６番４８号常　勤:    1代表取締役　 原　栄 新規 現存
     (薬       1)一 平28.11. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32105,0072,1 ヤクゴ薬局平田店 〒527-0085 0748-25-2310株式会社ファルマスタ椙本　和子 平28.10. 1調剤 薬局
     東近江市下羽田町３０－１ 常　勤:    1ー　代表取締役　井浪 開設者変 現存
     (薬       1)　義幸 平28.10. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32205,0073,9 ヤクゴ薬局能登川店 〒521-1223 0748-43-6895株式会社ファルマスタ布施　大樹 平28.10. 1調剤 薬局
     東近江市猪子町１３１－３ 常　勤:    2ー　代表取締役　井浪 開設者変 現存
     (薬       2)　義幸 平28.10. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32305,0074,7 ひいな調剤薬局 〒527-0224 0748-27-1011株式会社ミルキーファヒロセ　ミチタカ 平29. 2. 1調剤 薬局
     東近江市市原野町２２０６番地３常　勤:    1ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　松山　喜範 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32405,0075,4 蒲生ハート薬局 〒529-1572 0748-45-2121クオール株式会社　代岡　景子 平29. 7. 1調剤 薬局
     東近江市桜川西町３４０－３７９常　勤:    1表取締役　中村　敬 開設者変 現存
     (薬       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32505,0076,2 クスリのアオキ東近江〒527-0031 0748-20-2370株式会社クスリのアオ岩﨑　雄一 平30. 1. 1調剤 薬局
     幸町薬局 東近江市幸町１－８ 常　勤:    1キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       1)　宏憲 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32605,0077,0 スギ薬局　八日市駅前〒527-0011 0748-43-0092株式会社スギ薬局　代満塩　啓志 平30. 1. 1調剤 薬局
     店 東近江市八日市浜野町２－３ 常　勤:    1表取締役　榊原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  32705,0078,8 キクヤ調剤薬局　春日〒527-0033 0748-22-0555有限会社ハヤシデラ　林寺　享子 平30. 6. 1調剤 薬局
     店 東近江市東沖野二丁目２－１ 常　勤:    1代表取締役　林寺　享 新規 現存
     (薬       1)子 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32806,0011,7 南笠薬局 〒525-0071 077-562-4057三上　幸男 三上　幸男 昭48. 2. 1調剤 薬局
     草津市南笠東二丁目７番３３号 常　勤:    1 更新 現存
     (薬       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32906,0017,4 フジイ薬局 〒525-0025 077-563-0492藤井　園子 藤井　園子 昭53. 7. 1調剤 薬局
     草津市西渋川一丁目１４番３５号常　勤:    1 更新 現存
     (薬       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33006,0024,0 さち薬局 〒525-0071 077-563-7707尾崎　佐智子 尾崎　佐智子 昭56. 7. 1調剤 薬局
     草津市南笠東三丁目１０番１号 常　勤:    1 更新 現存
     (薬       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33106,0030,7 滋賀県薬剤師会会営薬〒525-0072 077-567-2435一般社団法人　滋賀県十亀　裕子 平 4. 6. 1調剤 薬局
     局 草津市笠山七丁目４番５２号 常　勤:    8薬剤師会　会長　大原 更新 現存
     (薬       8)　整 平28. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33206,0038,0 リブラ薬局 〒525-0032 077-562-9277（株）リブラ　代表取中島　英一 平 7. 8. 1調剤 薬局
     草津市大路一丁目６番１６号 常　勤:    4締役　酒井　謙司 新規 現存
     (薬       4) 平28. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33306,0042,2 ティエス調剤薬局南草〒525-0059 077-561-7425株式会社ティエスプラ内山　誠子 平 9. 4. 1調剤 薬局
     津店 草津市野路一丁目６番５号 常　勤:    1ン　代表取締役　山本 新規 現存
     (薬       1)　一哉 平30. 4. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33406,0044,8 ティエス調剤薬局野路〒525-0059 077-567-1050株式会社ティエスプラ矢田　理恵 平 9. 9. 1調剤 薬局
     店 草津市野路五丁目４番１号 常　勤:    2ン　代表取締役　山本 新規 現存
     (薬       2)　一哉 平24. 9. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  33506,0045,5 ティエス調剤薬局野村〒525-0027 077-566-2313株式会社ティエスプラ信原　文子 平10. 1. 1調剤 薬局
     店 草津市野村八丁目９番３８号 常　勤:    2ン　代表取締役　山本 新規 現存
     (薬       2)　一哉 平28. 1. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33606,0049,7 有限会社　フジ薬局 〒525-0027 077-562-3997有限会社　フジ薬局　藤村　茂 平10. 6. 1調剤 薬局
     草津市野村二丁目６番９号 常　勤:    2代表取締役　藤村　茂 新規 現存
     (薬       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33706,0056,2 もも薬局　穴村店 〒525-0012 077-568-8525有限会社　もも薬局　奥村　裕子 平12. 5. 1調剤 薬局
     草津市穴村町３１４番地１ 常　勤:    2代表取締役　岡本　雅 新規 現存
     (薬       2)子 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33806,0057,0 ドリーム薬局南草津店〒525-0059 077-569-5630有限会社　未来　代表松尾　信子 平12. 9. 1調剤 薬局
     草津市野路一丁目６番５号 常　勤:    2取締役　山本　一哉 新規 現存
     (薬       2) 平24. 9. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33906,0060,4 川原調剤薬局 〒525-0022 077-569-5391株式会社　ミルキーフ中嶋　徹 平13. 8. 1調剤 薬局
     草津市川原町３０２番地１ 常　勤:    1ァーマシー　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　松山　喜範 平25. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34006,0062,0 パスカル薬局 〒525-0032 077-562-9354株式会社パスカルシス横井　正之 平14. 9. 1調剤 薬局
     草津市大路一丁目１１番１６号 常　勤:    2テム　代表取締役　横 新規 現存
     (薬       2)井　正之 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34106,0067,9 プラス薬局 〒525-0045 077-561-0988有限会社　プラス薬局藤　将勝 平16. 1. 5調剤 薬局
     草津市若草五丁目１３番３号 常　勤:    2　代表取締役　大迫　 所在地変 現存
     (薬       2)芳孝 平28. 1. 5
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  34206,0069,5 調剤薬局しづ 〒525-0041 077-566-7509株式会社　愛知メディ田中　康範 平16. 7. 1調剤 薬局
     草津市青地町４９６番地３ 常　勤:    1ックス　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)植田　吉洋 平28. 7. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34306,0070,3 あすなろ薬局 〒525-0029 077-568-3767田中　覚 田中　覚 平16.11. 1調剤 薬局
     草津市下笠町７６番地６ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34406,0071,1 あおぞら調剤薬局　上〒525-0028 077-561-1090有限会社　青空　取締京山　裕子 平16.12. 1調剤 薬局
     笠店 草津市上笠三丁目２７番２１号 常　勤:    2役　京山　毅彦 開設者変 現存
     (薬       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34506,0072,9 あおぞら調剤薬局大路〒525-0032 077-569-5336有限会社　青空　取締京山　毅彦 平17. 2. 1調剤 薬局
     店 草津市大路一丁目１５番４３号１常　勤:    4役　京山　毅彦 新規 現存
     階 (薬       4) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34606,0074,5 ムラセ薬局南草津店 〒525-0059 077-563-4300有限会社　ムラセ薬局山岡　康弘 平18. 2.13調剤 薬局
     草津市野路一丁目１４番４７号 常　勤:    2　取締役　村瀨　進吾 所在地変 現存
     (薬       2) 平30. 2.13
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34706,0076,0 アイ薬局 〒525-0032 077-566-6535岩城　史郎 岩城　史郎 平19. 4. 1調剤 薬局
     草津市大路二丁目１番２７号伽羅常　勤:    1 所在地変 現存
     ガーデンスクエア１０３号 (薬       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34806,0077,8 リブラ薬局　大路店 〒525-0032 077-562-8558株式会社　リブラ　代赤堀　充子 平19. 5. 1調剤 薬局
     草津市大路二丁目１０番８号　 常　勤:    2表取締役　酒井　謙司 新規 現存
     (薬       2) 平25. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34906,0079,4 ユタカ薬局南草津Ⅱ 〒525-0055 077-564-7199株式会社　ユタカファ新井　雄太 平20. 9. 1調剤 薬局
     草津市野路町方原６５９番地１ 常　勤:    2ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　羽田　洋行 平26. 9. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
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  35006,0083,6 ハーモニー薬局・かが〒525-0048 077-561-5155有限会社　ジャパン・達摩　朋子 平20.12. 1調剤 薬局
     やき店 草津市追分南二丁目１１番７号 常　勤:    1クリエティブ　籏瀬　 新規 現存
     (薬       1)昌生 平26.12. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35106,0084,4 高寿薬局 〒525-0067 077-598-1019安井　佳代子 安井　佳代子 平21. 4. 1調剤 薬局
     草津市新浜町８５番地１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35206,0085,1 スズキ調剤薬局　南草〒525-0050 077-565-4220スズキ薬局株式会社　柴原　希代 平21. 5. 1調剤 薬局
     津店 草津市南草津一丁目１番地８ 常　勤:    1代表取締役　鈴木光雄 新規 現存
     (薬       1) 平27. 5. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35306,0086,9 みどり薬局　草津店 〒525-0066 077-562-3148グリーンファーマシー古川　健一郎 平21. 5. 1調剤 薬局
     草津市矢橋町１６１３番地１ 常　勤:    5株式会社　代表取締役 新規 現存
     (薬       5)　古川健一郎 平27. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35406,0087,7 ティエス調剤薬局　草〒525-0026 077-561-2509株式会社ティエスプラ丸野　真由美 平21. 9. 1調剤 薬局
     津駅前店 草津市渋川一丁目２番２６号ザ・常　勤:    3ン　代表取締役　山本 新規 現存
     草津タワー２階 (薬       3)　一哉 平27. 9. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35506,0088,5 南草津プラス薬局 〒525-0050 077-569-2508有限会社プラス薬局　小原　恵美子 平21.12. 1調剤 薬局
     草津市南草津三丁目１番１４号 常　勤:    2代表取締役　大迫　芳 所在地変 現存
     (薬       2)孝 平27.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35606,0089,3 ココア調剤薬局 〒525-0066 077-562-6553株式会社ケイ・エム・上出　哲朗 平22. 3. 1調剤 薬局
     草津市矢橋町１２０３番４ 常　勤:    1シー　代表取締役　松 新規 現存
     (薬       1)山　喜範 平28. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  35706,0091,9 ユタカ薬局西草津 〒525-0028 077-561-4080株式会社ユタカファー土屋　和明 平22. 5. 1調剤 薬局
     草津市上笠二丁目３３番１２号 常　勤:    3マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       3)羽田　洋行 平28. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35806,0095,0 イオン薬局草津店 〒525-0067 077-565-0913イオンリテール株式会宮脇　渉 平23. 3. 1調剤 薬局
     草津市新浜町３００番地 常　勤:    4社　代表取締役　岡崎 開設者変 現存
     (薬       4)　双一 平29. 3. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35906,0096,8 さわだ薬局 〒525-0013 077-568-3910株式会社スリーエムコ畠山　ゆかり 平23. 4. 1調剤 薬局
     草津市新堂町四山田４９－５ 常　勤:    1ーポレーション　代表 開設者変 現存
     (薬       1)取締役　中坪　みなみ 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36006,0100,8 追分口プラス薬局 〒525-0047 077-535-5991有限会社プラス薬局　原田　親子 平23.12. 1調剤 薬局
     草津市追分３－１－７ 常　勤:    2代表取締役　大迫　芳 新規 現存
     (薬       2)孝 平29.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36106,0101,6 ハト薬局 〒525-0066 077-599-1808小川　薫貴 小川　薫貴 平24.10. 1調剤 薬局
     草津市矢橋町６０１番地６ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36206,0103,2 ひだまり薬局 〒525-0066 077-584-5711山本　慶佑 山本　慶佑 平25. 2. 1調剤 薬局
     草津市矢橋町１０４番地３ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平25. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36306,0104,0 こまいざわ薬局 〒525-0014 077-584-4081株式会社　スリーエム原谷　美和子 平25. 6. 1調剤 薬局
     草津市駒井沢町４０５番地２ 常　勤:    1コーポレイション　代 新規 現存
     (薬       1)表取締役　中坪みなみ 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  36406,0105,7 ティエス調剤薬局　矢〒525-0066 077-566-7707株式会社ティエスプラ木村　博恵 平25. 8. 1調剤 薬局
     橋店 草津市矢橋町１５６５番１ 常　勤:    1ン　代表取締役　山本 新規 現存
     (薬       1)　一哉 平25. 8. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36506,0107,3 つくし薬局　玉川店 〒525-0059 077-532-8559有限会社　つくし薬局海田　由美子 平25.11. 1調剤 薬局
     草津市野路八丁目２２番２９号 常　勤:    1　代表取締役　木下　 新規 現存
     (薬       1)博之 平25.11. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36606,0108,1 吉井薬局　南草津店 〒525-0059 077-567-2006吉井　勉 吉井　勉 平26. 3. 1調剤 薬局
     草津市野路１丁目７番２１号リベ常　勤:    1 新規 現存
     リー南草津２階 (薬       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36706,0109,9 ハーモニー薬局　草津〒525-0037 077-563-7301有限会社ジャパン・ク八木　美和 平26. 4. 1調剤 薬局
     店 草津市西大路町４番３２号 常　勤:    1リエティブ　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　籏瀬　昌生 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36806,0110,7 のぞみ薬局　東矢倉店〒525-0054 077-566-7518株式会社パール　代表髙木　千夏 平26. 7. 1調剤 薬局
     草津市東矢倉２－５－３７ 常　勤:    3取締役　髙木　千夏 開設者変 現存
     (薬       3) 平26. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36906,0111,5 おはな薬局 〒525-0023 077-567-0870 井　真弥 井　真弥 平27. 3. 1調剤 薬局
     草津市平井一丁目１８番４号 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平27. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37006,0113,1 日本調剤　草津薬局 〒525-0037 077-562-4539日本調剤株式会社　代古葉　弘樹 平27.12. 1調剤 薬局
     草津市西大路町７－７ 常　勤:    4表取締役　三津原　博 開設者変 現存
     (薬       4) 平27.12. 1
     非常勤:   25
     (薬      25)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  37106,0114,9 中山メディカル薬局 〒525-0047 077-561-3828株式会社愛知メディッ柴田　江里奈 平28. 4. 1調剤 薬局
     草津市追分一丁目４番２５－１号常　勤:    1クス　代表取締役　植 新規 現存
     (薬       1)田　吉洋 平28. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37206,0115,6 なの花薬局　草津野村〒525-0027 077-566-5011株式会社共栄ファーマ平田　紗由記 平28. 4. 1調剤 薬局
     店 草津市野村６丁目１－３コンフォ常　勤:    1シー　代表取締役　宇 開設者変 現存
     ーレＴ１　１Ｆ (薬       1)野　光裕 平28. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37306,0116,4 うさぎ調剤薬局　南草〒525-0050 077-561-5152株式会社うさぎメディ服部　静香 平28. 5. 1調剤 薬局
     津店 草津市南草津２丁目４－３ 常　勤:    1ケア　代表取締役　丹 新規 現存
     (薬       1)波　卯子 平28. 5. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37406,0117,2 スギ薬局　草津店 〒525-0036 077-566-6915株式会社　スギ薬局　東野　伊都代 平28. 4.21調剤 薬局
     草津市草津町１５２０番地１ 常　勤:    1代表取締役　 原　栄 所在地変 現存
     (薬       1)一 平28. 4.21
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37506,0118,0 阪神調剤薬局　草津総〒525-0066 077-567-2080株式会社阪神調剤薬局木村　貴徳 平29. 2. 1調剤 薬局
     合病院前店 草津市矢橋町狭間１６２９－１５常　勤:    4　代表取締役　岩崎　 新規 現存
     (薬       4)壽毅 平29. 2. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37606,0120,6 草津ハート薬局 〒525-0037 077-565-2176クオール株式会社　代永井　裕絵 平29. 7. 1調剤 薬局
     草津市西大路町４－３３シャルム常　勤:    1表取締役　中村　敬 開設者変 現存
     シャトレ１０３号 (薬       1) 平29. 7. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37706,0121,4 フロンティア薬局滋賀〒525-0072 077-516-7776株式会社フロンティア片上　智裕 平29.10. 1調剤 薬局
     医大店 草津市笠山七丁目６－５３ 常　勤:    4　代表取締役　重森　 新規 現存
     (薬       4)裕之 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  37806,0122,2 日本調剤　滋賀医大前〒525-0072 077-598-6250日本調剤株式会社　代澤田　千惠 平29.10. 1調剤 薬局
     薬局 草津市笠山七丁目６－５３ 常　勤:    4表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       4) 平29.10. 1
     非常勤:   22
     (薬      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37906,0123,0 アイセイ薬局　南草津〒525-0050 077-567-6121株式会社アイセイ薬局山本　智子 平30. 1. 9調剤 薬局
     店 草津市南草津二丁目７－２２ 常　勤:    1　代表取締役　藤井　 新規 現存
     (薬       1)江美 平30. 1. 9
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38006,0124,8 ふれあいハート薬局 〒525-0061 077-561-4070株式会社　近畿予防医本間　繁豊 平30. 5. 1調剤 薬局
     草津市北山田町２４７－１ 常　勤:    1学研究所　代表取締役 開設者変 現存
     (薬       1)　広田　周一 平30. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38107,0012,3 誠心堂薬局 〒524-0036 077-583-2720清水　稔 清水　継代 昭62. 4. 6調剤 薬局
     守山市伊勢町４５１番地１３４ 常　勤:    2 更新 現存
     (薬       2) 平29. 4. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38207,0016,4 ティエス調剤薬局守山〒524-0033 077-581-1085株式会社ティエスプラ下村　武子 平 5.12. 1調剤 薬局
     店 守山市浮気町３００番地１５　グ常　勤:    1ン　代表取締役　山本 更新 現存
     ランドメゾン１０２号 (薬       1)　一哉 平29.12. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38307,0019,8 ユキムラ薬局 〒524-0037 077-582-2895行村　民 行村　和 平 6. 9. 1調剤 薬局
     守山市梅田町１４番５号 常　勤:    1 更新 現存
     (薬       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38407,0026,3 ふれあい薬局 〒524-0022 077-581-2550株式会社　近畿予防医鈴木　文子 平10. 5. 1調剤 薬局
     守山市守山四丁目１３番２号 常　勤:    1学研究所　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　広田　周一 平28. 5. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38507,0027,1 大野養真堂薬局大林店〒524-0054 077-581-2677有限会社　大野養真堂渡辺　詩織 平10. 9. 1調剤 薬局
     守山市大林町２１４番地１ 常　勤:    1　代表取締役　大野　 新規 現存
     (薬       1)健 平28. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
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  38607,0030,5 あけとみ薬局 〒524-0104 077-584-2981古田　佳典 古田　佳典 平11. 6. 1調剤 薬局
     守山市木浜町１６７０番地３ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平29. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38707,0037,0 小島薬局 〒524-0041 077-583-0616有限会社こじま　代表小島　隆雄 平14.11. 1調剤 薬局
     守山市勝部一丁目１番２１－１０常　勤:    5取締役　小島　和子 開設者変 現存
     ２号 (薬       5) 平26.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38807,0038,8 はりまだ薬局 〒524-0012 077-582-1100髙橋　眞壽美 髙橋　眞壽美 平14.12. 2調剤 薬局
     守山市播磨田町３０６０番 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平26.12. 2
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38907,0039,6 ますだ薬局守山店 〒524-0022 077-581-8179有限会社　メディック米田　潤子 平15. 6. 1調剤 薬局
     守山市守山五丁目８－１３ 常　勤:    6　代表取締役　増田　 所在地変 現存
     (薬       6)豊 平27. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39007,0040,4 すこやか薬局 〒524-0022 077-514-0507株式会社　近畿予防医奥村　嘉悠希 平15. 9. 1調剤 薬局
     守山市守山五丁目６番５３号 常　勤:    1学研究所　代表取締役 所在地変 現存
     (薬       1)　広田　周一 平27. 9. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39107,0041,2 たんぽぽ薬局守山店 〒524-0022 077-514-0401たんぽぽ薬局株式会社立川　由佳 平15.10. 1調剤 薬局
     守山市守山五丁目５番２７号 常　勤:    6　代表取締役　松野　 新規 現存
     (薬       6)英子 平27.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39207,0042,0 森村薬局 〒524-0022 077-583-8636森村　武士 森村　武士 平16. 4. 1調剤 薬局
     守山市守山六丁目１８番５５号 常　勤:    1 所在地変 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  39307,0045,3 はりまだ吉井薬局 〒524-0012 077-583-3090吉井　勉 村田　毅 平16.12. 1調剤 薬局
     守山市播磨田町１３９６番地３ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39407,0047,9 ユタカ調剤薬局　守山〒524-0045 077-582-3005株式会社　ユタカファ岡井　慎二 平18. 4. 3調剤 薬局
     Ⅱ 守山市金森町赤塚９６３番地 常　勤:    2ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　羽田　洋行 平30. 4. 3
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39507,0048,7 ハーモニー薬局 〒524-0021 077-581-3951株式会社　ハーモニー森　篤子 平18.12. 1調剤 薬局
     守山市吉身三丁目１７番２９号 常　勤:    2・ウェルネス　代表取 開設者変 現存
     (薬       2)締役　籏瀬　昌生 平24.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39607,0050,3 サン調剤薬局 〒524-0021 077-514-0337株式会社　サン調剤薬山越　達也 平19. 8. 1調剤 薬局
     守山市吉身二丁目６番２３号 常　勤:    3局　代表取締役　西川 開設者変 現存
     (薬       3)　誠 平25. 8. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39707,0051,1 スギ薬局　守山店 〒524-0021 077-514-1911株式会社　スギ薬局　祖父江　圭亮 平20. 9. 1調剤 薬局
     守山市吉見三丁目１４番３０号 常　勤:    1代表取締役　 原　栄 開設者変 現存
     (薬       1)一 平26. 9. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39807,0054,5 ラブリー薬局 〒524-0037 077-598-1107有限会社ラブリー薬局中島　玲子 平21. 8. 1調剤 薬局
     守山市梅田町１５番８号 常　勤:    4　代表取締役　柳本　 新規 現存
     (薬       4)さつき 平27. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39907,0055,2 アイランド薬局　守山〒524-0022 077-582-0006アポロメディカルホー吉岡　修 平22. 2. 1調剤 薬局
     店 守山市守山三丁目１０番１１号 常　勤:    1ルディングス株式会社 開設者変 現存
     (薬       1)　代表取締役　我妻　 平28. 2. 1
     非常勤:    9照男
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  40007,0056,0 ハーモニー薬局・守山〒524-0014 077-518-7077株式会社ウッドゲート木戸　一博 平23.10. 1調剤 薬局
     石田店 守山市石田町２７５番地７ 常　勤:    1　代表取締役　木戸　 開設者変 現存
     (薬       1)一博 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40107,0057,8 尾﨑薬局 〒524-0214 077-584-3141有限会社　ハイメディ尾﨑　博司 平24. 5. 1調剤 薬局
     守山市立田町１７７２番３ 常　勤:    1カル　代表取締役　尾 所在地変 現存
     (薬       1)﨑　博司 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40207,0058,6 すまいる調剤薬局 〒524-0012 077-514-2571株式会社　メディス　三好　倫太 平24. 9. 1調剤 薬局
     守山市播磨田町１３０７番地９ 常　勤:    2代表取締役　井上　将 新規 現存
     (薬       2)志 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40307,0059,4 みのり薬局　大門店 〒524-0052 077-599-3997株式会社　ＭＹＮＳ　岡　恭代 平25. 1. 1調剤 薬局
     守山市大門町３４番８ 常　勤:    1代表取締役　村杉　未 新規 現存
     (薬       1)穂 平25. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40407,0060,2 おひさま薬局　都賀山〒524-0041 077-584-5601株式会社サン調剤薬局西川　真美子 平25. 9. 1調剤 薬局
     通り店 守山市勝部六丁目３－３３ 常　勤:    1　代表取締役　西川　 新規 現存
     (薬       1)誠 平25. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40507,0061,0 琵琶湖おおはし薬局 〒524-0102 077-585-0991株式会社　愛知メディ藤村　隆 平25.11. 1調剤 薬局
     守山市水保町１２６８番２１ 常　勤:    2ックス　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)植田　吉洋 平25.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40607,0062,8 ウエルシア薬局滋賀守〒524-0022 077-514-0622ウエルシア薬局株式会沖中　優太 平27. 9. 1調剤 薬局
     山店 守山市守山６－１０－３７ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平27. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  40707,0063,6 もりのこ調剤薬局 〒524-0021 077-596-5401株式会社　愛知メディ加藤　真司 平27.10. 1調剤 薬局
     守山市吉身一丁目５－１４ 常　勤:    1ックス　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)植田　吉洋 平27.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40807,0064,4 サン調剤薬局　えんま〒524-0042 077-596-5536株式会社サン調剤薬局小森　恭子 平28. 5. 1調剤 薬局
     堂店 守山市焔魔堂町１１５－１ 常　勤:    2　代表取締役　西川　 新規 現存
     (薬       2)誠 平28. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40907,0065,1 ふれあい薬局・コープ〒524-0041 077-514-2007株式会社　近畿予防医髙見　太郎 平28. 6. 1調剤 薬局
     もりやま前 守山市勝部３丁目１５番３１－１常　勤:    1学研究所　代表取締役 新規 現存
     号 (薬       1)　広田　周一 平28. 6. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41007,0066,9 ヤクゴ薬局守山店 〒524-0103 077-584-3001株式会社ファルマスタ廣田　翔一 平28.10. 1調剤 薬局
     守山市洲本町１２５６－７ 常　勤:    1ー　代表取締役　井浪 開設者変 現存
     (薬       1)　義幸 平28.10. 1
     非常勤:   18
     (薬      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41107,0067,7 はなちゃん薬局 〒524-0013 077-581-2080株式会社サニー薬局　山岡　玄馬 平29. 3. 1調剤 薬局
     守山市下之郷三丁目１－４１－１常　勤:    2代表取締役　山岡　玄 新規 現存
     (薬       2)馬 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41207,0068,5 もりやま薬局 〒524-0033 077-582-8821株式会社スリーエムコ清原　俊美 平29. 5. 1調剤 薬局
     守山市浮気町２１６－１ 常　勤:    2ーポレーション　代表 新規 現存
     (薬       2)取締役　中坪　みなみ 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41307,0069,3 ふれあい薬局・金森 〒524-0045 077-581-2188株式会社　近畿予防医中村　昌子 平30. 5. 7調剤 薬局
     守山市金森町５９８－２ 常　勤:    1学研究所　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　広田　周一 平30. 5. 7
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  41412,0011,5 ティエス調剤薬局栗東〒520-3047 077-552-8968株式会社ティエスプラ清水　明美 平 5. 7.14調剤 薬局
     店 栗東市手原五丁目６番１４号 常　勤:    1ン　代表取締役　山本 更新 現存
     (薬       1)　一哉 平29. 7.14
     非常勤:   18
     (薬      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41512,0016,4 スマイル薬局 〒520-3024 077-552-6923有限会社　スマイル　米田　明弘 平 6.10. 1調剤 薬局
     栗東市小柿六丁目１番４１号　１常　勤:    2代表取締役　横山　亮 更新 現存
     －１ (薬       2)一 平24.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41612,0017,2 凡凡薬局東店 〒520-3035 077-554-2368野田　眞惠 野田　眞惠 平 7. 9. 1調剤 薬局
     栗東市霊仙寺一丁目１番４６号 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41712,0020,6 スズキ調剤薬局大宝店〒520-3035 077-551-0919スズキ薬局　株式会社吉田　順一 平10. 4. 1調剤 薬局
     栗東市霊仙寺一丁目２番１９号Ｅ常　勤:    2　代表取締役　鈴木　 新規 現存
     ＳＰＯ栗東１Ｆ (薬       2)光雄 平28. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41812,0024,8 オードリー薬局 〒520-3016 077-552-8850嶋林　正治 嶋林　正治 平13. 7. 1調剤 薬局
     栗東市小野８８１番地３ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41912,0026,3 ドリーム薬局　手原店〒520-3047 077-551-3510有限会社　未来　代表植田　透予 平15. 8. 1調剤 薬局
     栗東市手原三丁目１１番４号 常　勤:    1取締役　山本　一哉 新規 現存
     (薬       1) 平27. 8. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42012,0028,9 調剤薬局ひかり 〒520-3026 077-554-7466株式会社ミルキーファ伊東　祥彦 平17.10. 1調剤 薬局
     栗東市下鈎１６２８番地 常　勤:    1ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　松山　喜範 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42112,0030,5 スズキ薬局栗東店 〒520-3015 077-553-8122スズキ薬局　株式会社伴　郁子 平18. 5. 1調剤 薬局
     栗東市安養寺一丁目１番２０号　常　勤:    1　代表取締役　鈴木　 所在地変 現存
     １０２号 (薬       1)光雄 平30. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
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  42212,0032,1 マロン薬局 〒520-3031 077-516-7900ビックリー　株式会社梶本　晃司 平20. 2. 1調剤 薬局
     栗東市綣一丁目１０番１２号 常　勤:    1　代表取締役　保井　 新規 現存
     (薬       1)芳昭 平26. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42312,0033,9 やよい調剤薬局 〒520-3024 077-532-1539木村　弥生 木村　弥生 平20. 4.14調剤 薬局
     栗東市小柿十丁目１６番１１号 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平26. 4.14
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42412,0034,7 はな薬局　栗東店 〒520-3012 077-553-3055有限会社　オーク　代鈴木　武史 平20.10. 1調剤 薬局
     栗東市岡１９５番４ 常　勤:    1表取締役　日下部　俊 新規 現存
     (薬       1)美 平26.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42512,0035,4 みのり薬局 〒520-3027 077-554-7644株式会社　ＭＹＮＳ　村杉　紀明 平21. 5. 1調剤 薬局
     栗東市野尻４４０番地４ 常　勤:    1代表取締役社長　村杉 開設者変 現存
     (薬       1)　未穂 平27. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42612,0036,2 ミント薬局　栗東店 〒520-3031 077-554-8390株式会社ＳＩＮＣＥＲ水脇　和広 平21. 9. 1調剤 薬局
     栗東市綣三丁目５番２ 常　勤:    1ＥＬＹ　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)谷口　善繁 平27. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42712,0037,0 アポロ薬局 〒520-3031 077-552-6993赤路　眞佐子 赤路　眞佐子 平21. 9. 1調剤 薬局
     栗東市綣三丁目５番９号 常　勤:    1 開設者変 現存
     (薬       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42812,0039,6 アピス薬局　栗東店 〒520-3031 077-554-8925株式会社アピスファー中尾　彰宏 平24. 4. 1調剤 薬局
     栗東市綣三丁目１０－２２－１Ｆ常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     －２Ａ (薬       1)川越　敏章 平30. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    60 頁

  42912,0043,8 日本調剤　栗東薬局 〒520-3046 077-554-9150日本調剤株式会社　代髙山　友子 平24. 9. 1調剤 薬局
     栗東市大橋二丁目６番１８号 常　勤:    3表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       3) 平24. 9. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43012,0044,6 阪神調剤薬局　栗東店〒520-3046 077-554-8766株式会社阪神調剤薬局村上　真紀子 平24. 9. 1調剤 薬局
     栗東市大橋二丁目５番３６号 常　勤:   10　代表取締役　岩崎　 新規 現存
     (薬      10)壽毅 平24. 9. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43112,0049,5 クスリのアオキ目川薬〒520-3013 077-574-8461株式会社クスリのアオ田中　祥太 平26. 8. 1調剤 薬局
     局 栗東市目川１４３３番 常　勤:    2キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       2)　宏憲 平26. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43212,0050,3 クスリのアオキ霊仙寺〒520-3035 077-516-4515株式会社クスリのアオ市川　淳子 平26. 9. 1調剤 薬局
     薬局 栗東市霊仙寺一丁目４番６号 常　勤:    1キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       1)　宏憲 平26. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43312,0051,1 ウエルシア薬局　栗東〒520-3047 077-554-9588ウエルシア薬局株式会東岡　晃平 平26. 9. 1調剤 薬局
     手原店 栗東市手原１丁目９－１７ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 開設者変 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43412,0054,5 調剤薬局ツルハドラッ〒520-3015 077-551-6270株式会社ツルハ　代表岸本　拓也 平27. 8. 1調剤 薬局
     グ栗東安養寺店 栗東市安養寺８丁目２番２２号 常　勤:    1取締役社長　鶴羽　順 新規 現存
     (薬       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43512,0055,2 凡凡薬局御園店 〒520-3005 077-559-2121株式会社メディケアサ西川　聖子 平28. 3. 1調剤 薬局
     栗東市御園１８２９番地２ 常　勤:    4ポート　代表取締役　 開設者変 現存
     (薬       4)安達　佳之 平28. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  43612,0056,0 なの花薬局　栗東大宝〒520-3035 077-553-5211株式会社共栄ファーマ岸野　高志 平28. 4. 1調剤 薬局
     店 栗東市霊仙寺１丁目１－５３ 常　勤:    2シー　代表取締役　宇 開設者変 現存
     (薬       2)野　光裕 平28. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43712,0057,8 ツタ薬局　栗東店 〒520-3027 077-551-2966ベネディカル株式会社日下　佳代 平28.12. 1調剤 薬局
     栗東市野尻５９０ 常　勤:    2　代表取締役　吉田　 開設者変 現存
     (薬       2)将之 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43812,0058,6 スズキ調剤薬局　栗東〒520-3031 077-516-4222スズキ薬局株式会社　稲増　満子 平29. 2. 1調剤 薬局
     駅前店 栗東市綣二丁目４－５　ウイング常　勤:    1代表取締役　鈴木　光 新規 現存
     プラザ１Ｆ (薬       1)雄 平29. 2. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43912,0059,4 栗東シンザン像前調剤〒520-3005 077-596-5490株式会社　ＬＥＶＥＬ久米　史洋 平29. 4. 1調剤 薬局
     薬局 栗東市御園８４６－１ 常　勤:    2ーＫ　代表取締役　久 新規 現存
     (薬       2)米　史洋 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44012,0060,2 どんぐり薬局安養寺店〒520-3015 077-576-5267株式会社チェックポイ小泉　徳恒 平29. 6. 1調剤 薬局
     栗東市安養寺三丁目１１－１１ 常　勤:    3ント　代表取締役　大 新規 現存
     (薬       3)森　徹也 平29. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44112,0061,0 甲賀薬局こびらい店 〒520-3034 077-554-8501クオール株式会社　代深野木　美佳 平29. 7. 1調剤 薬局
     栗東市小平井三丁目２－２４ 常　勤:    2表取締役　中村　敬 開設者変 現存
     (薬       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44212,0062,8 ふれあい薬局・栗東 〒520-3046 077-554-8755株式会社　近畿予防医三田村　友子 平30. 1. 1調剤 薬局
     栗東市大橋二丁目７－４ 常　勤:    1学研究所　代表取締役 所在地変 現存
     (薬       1)　広田　周一 平30. 1. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  44313,0003,0 株式会社　永寿薬局 〒520-2331 077-587-0151株式会社　永寿薬局　山本　博 昭32. 9. 1調剤 薬局
     野洲市小篠原２２１５番地 常　勤:    1代表取締役　山本　博 更新 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44413,0015,4 アルファー薬局 〒520-2331 077-587-3805株式会社　アルファー西村　清子 平 6. 9. 1調剤 薬局
     野洲市小篠原１１１１番地１ 常　勤:    2薬品　代表取締役　西 更新 現存
     (薬       2)村　清子 平24. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44513,0018,8 油定薬局 〒520-2304 077-587-0245株式会社　アブラサダ梅村　純子 平 6.10. 1調剤 薬局
     野洲市永原５１７番地 常　勤:    1　代表取締役　梅村　 更新 現存
     (薬       1)定宏 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44613,0019,6 朝比奈薬局 〒520-2353 077-586-0258朝比奈　健司 朝比奈　健司 平 8. 7. 1調剤 薬局
     野洲市久野部１９８番地１　アン常　勤:    1 新規 現存
     ゲネームＢ棟１号室 (薬       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44713,0021,2 有限会社　薬局フジイ〒520-2331 077-586-5488有限会社　薬局フジイ藤井　礼子 平 8.11. 1調剤 薬局
     野洲市小篠原１１１３番地１１ 常　勤:    2　代表取締役　藤井　 開設者変 現存
     (薬       2)利幸 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44813,0023,8 スマイル薬局野洲店 〒520-2362 077-586-0527有限会社　スマイル　川端　良知 平11.10. 1調剤 薬局
     野洲市市三宅２７３２番地 常　勤:    1代表取締役　横山　亮 新規 現存
     (薬       1)一 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44913,0026,1 ササ薬局　野洲店 〒520-2331 077-518-0865有限会社　ササ薬局　田中　志保 平13. 3. 1調剤 薬局
     野洲市小篠原１２６６番地 常　勤:    1代表取締役　佐々　四 新規 現存
     (薬       1)郎 平25. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45013,0027,9 ムラセ薬局　野洲店 〒520-2331 077-586-5252有限会社　ムラセ薬局池原　英子 平15. 8. 1調剤 薬局
     野洲市小篠原９５８番地３４ 常　勤:    1　取締役　村瀨　進吾 新規 現存
     (薬       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  45113,0028,7 清湖薬局 〒520-2423 077-589-2112 出　富江 出　富江 平16. 8. 1調剤 薬局
     野洲市西河原２４０５番地 常　勤:    1 開設者変 現存
     (薬       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45213,0029,5 株式会社インターガ　〒520-2331 077-586-9393株式会社　インターガ高岡　洋五 平17. 5.20調剤 薬局
     インターガ薬局 野洲市小篠原２２０８番地１ 常　勤:    1　代表取締役　高岡　 新規 現存
     (薬       1)洋五 平29. 5.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45313,0030,3 ハーモニー薬局・野洲〒520-2351 077-586-6807株式会社　ハーモニー金森　結子 平19. 7. 1調剤 薬局
     店 野洲市冨波甲１０８７番地３ 常　勤:    1・ウェルネス　代表取 新規 現存
     (薬       1)締役　籏瀬　昌生 平25. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45413,0032,9 ほとめき薬局 〒520-2323 077-518-0676有限会社　イツモ　代花房　尚幸 平20. 7. 1調剤 薬局
     野洲市三上２７７番地１ 常　勤:    1表取締役　山岡　久泰 新規 現存
     (薬       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45513,0037,8 パンプキン調剤薬局 〒520-2413 077-589-6701株式会社ケイ・エム・加藤　裕章 平21.11. 1調剤 薬局
     野洲市吉地一丁目１１９３番２ 常　勤:    1シー　代表取締役　松 新規 現存
     (薬       1)山　喜範 平27.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45613,0038,6 アピス薬局野洲店 〒520-2433 077-589-1107株式会社　アピスファ花村　篤 平21.12. 1調剤 薬局
     野洲市八夫２０７７番地２ 常　勤:    2ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　川越　敏章 平27.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45713,0041,0 ティエス調剤薬局　野〒520-2353 077-518-0111株式会社ティエスプラ藤田　直希 平23. 8. 1調剤 薬局
     洲店 野洲市久野部１９４番３ 常　勤:    1ン　代表取締役　山本 新規 現存
     (薬       1)　一哉 平29. 8. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45813,0042,8 マミー薬局 〒520-2331 077-586-5470株式会社　明徳ケアワ森野　朋美 平23. 8. 1調剤 薬局
     野洲市小篠原１１０９番地４ 常　勤:    1ーク　代表取締役　横 開設者変 現存
     (薬       1)山　亮一 平29. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    64 頁

  45913,0043,6 オレンジ薬局 〒520-2362 077-598-5577株式会社オレンジメデ角谷　廣幸 平23. 9. 1調剤 薬局
     野洲市市三宅２３３９番３ 常　勤:    1ィカル　代表取締役　 開設者変 現存
     (薬       1)角谷　廣幸 平29. 9. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46013,0044,4 スギ薬局　野洲店 〒520-2331 077-518-1051株式会社　スギ薬局　土井　亜希子 平25. 2. 1調剤 薬局
     野洲市小篠原１９８０番地５ 常　勤:    1代表取締役　 原　栄 新規 現存
     (薬       1)一 平25. 2. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46113,0045,1 ウエルシア薬局野洲小〒520-2331 077-518-0063ウエルシア薬局株式会長谷川　慧人 平26. 9. 1調剤 薬局
     篠原店 野洲市小篠原１６１１－１ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46213,0046,9 ポニー薬局 〒520-2331 077-598-6801株式会社なみかコーポ飯田　健一 平28. 4. 1調剤 薬局
     野洲市小篠原１９５７番地２ 常　勤:    1レーション　代表取締 開設者変 現存
     (薬       1)役　飯田　健一 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46313,0047,7 どれみ薬局 〒520-2331 077-576-7707有限会社メディネット吉田　恵子 平29. 6. 1調剤 薬局
     野洲市小篠原８６９－８ 常　勤:    1　代表取締役　瀧川　 新規 現存
     (薬       1)政邦 平29. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46413,0048,5 とまと薬局野洲店 〒520-2331 077-586-3501株式会社　サンポーウ川村　典康 平30. 1. 1調剤 薬局
     野洲市小篠原２０５５ 常　勤:    1ェルズ　代表取締役　 開設者変 現存
     (薬       1)川村　典康 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46513,0049,3 とまと薬局　行畑店 〒520-2341 077-598-1226株式会社アルテア　代松永　章宏 平30. 2. 1調剤 薬局
     野洲市行畑７２８ 常　勤:    2表取締役　松永　章宏 開設者変 現存
     (薬       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46614,0042,6 有限会社　ひまわり薬〒528-0042 0748-63-3295有限会社　ひまわり薬寺尾　匠 平 4. 6. 1調剤 薬局
     局 甲賀市水口町虫生野中央８０番地常　勤:    6局　代表取締役　大原 更新 現存
     ２ (薬       6)　整 平28. 6. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
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  46714,0050,9 有限会社　城山薬局 〒529-1851 0748-82-0159有限会社　城山薬局　太田　進 平 7. 3. 1調剤 薬局
     甲賀市信楽町長野６２３番地３ 常　勤:    5代表取締役　城山　艶 新規 現存
     (薬       5)子 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46814,0056,6 このはな薬局 〒528-0234 0748-67-1788株式会社　サーノシマ長尾　晃裕 平 9. 4. 1調剤 薬局
     甲賀市土山町徳原４５０番地１ 常　勤:    3モト　代表取締役　島 新規 現存
     (薬       3)本　光久 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46914,0060,8 大野養真堂薬局　新城〒528-0007 0748-63-7566有限会社　大野養真堂松井　和哉 平 9.10. 1調剤 薬局
     店 甲賀市水口町新城６８９番地 常　勤:    1　代表取締役　大野　 新規 現存
     (薬       1)健 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47014,0061,6 サカイ薬局 〒528-0041 0748-63-3263酒井　濶至 酒井　濶至 平 9.11. 1調剤 薬局
     甲賀市水口町虫生野１０３１番地常　勤:    1 所在地変 現存
     (薬       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47114,0066,5 ひまわり薬局　八坂店〒528-0032 0748-65-3370有限会社　ひまわり薬前田　利之 平10.12. 1調剤 薬局
     甲賀市水口町八坂４番３９号 常　勤:    1局　代表取締役　大原 新規 現存
     (薬       1)　整 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47214,0075,6 ひまわり薬局　虫生野〒528-0041 0748-63-7481有限会社　ひまわり薬池田　千鶴 平12. 1. 1調剤 薬局
     店 甲賀市水口町虫生野１１００番地常　勤:    1局　代表取締役　大原 新規 現存
     １ (薬       1)　整 平30. 1. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47314,0081,4 有限会社こうなん薬局〒520-3321 0748-86-8881有限会社　こうなん薬磯矢　しのぶ 平14. 9. 2調剤 薬局
     甲賀市甲南町葛木１０２５－１ 常　勤:    1局　代表取締役　磯矢 新規 現存
     (薬       1)　しのぶ 平26. 9. 2
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  47414,0083,0 ひまわり薬局　水口店〒528-0025 0748-63-6781有限会社　ひまわり薬福井　郁子 平14.12. 1調剤 薬局
     甲賀市水口町西林口４４０番 常　勤:    1局　代表取締役　大原 所在地変 現存
     (薬       1)　整 平26.12. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47514,0084,8 さいとう調剤薬局 〒528-0005 0748-65-5327有限会社さいとう調剤北澤　登喜子 平15. 4. 1調剤 薬局
     甲賀市水口町水口５５４６番地３常　勤:    3薬局　代表取締役　齋 開設者変 現存
     (薬       3)藤　嘉功 平27. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47614,0086,3 ユタカ調剤薬局水口暁〒528-0012 0748-65-4450株式会社　ユタカファ橋川　源 平15. 4. 1調剤 薬局
     甲賀市水口町暁字柳所５１３３番常　勤:    4ーマシー　代表取締役 新規 現存
     地 (薬       4)　羽田　洋行 平27. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47714,0088,9 ひまわり薬局　城南店〒528-0005 0748-65-4775有限会社　ひまわり薬夫　敬惠（山田文香）平15. 7. 1調剤 薬局
     甲賀市水口町水口字樫の実５９６常　勤:    1局　代表取締役　大原 新規 現存
     ２番地 (薬       1)　整 平27. 7. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47814,0092,1 さいとう調剤薬局　信〒529-1851 0748-82-7888有限会社さいとう調剤中島　満尭 平16. 4. 1調剤 薬局
     楽店 甲賀市信楽町長野１３３６番地６常　勤:    2薬局　代表取締役　齋 開設者変 現存
     (薬       2)藤　嘉功 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47914,0096,2 調剤薬局マリーン　甲〒528-0235 0748-67-1510株式会社　愛知メディ福井　照代 平19.12. 1調剤 薬局
     賀店 甲賀市土山町大野４０１番地３ 常　勤:    1ックス　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)植田　吉洋 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48014,0097,0 スギ薬局　水口西店 〒528-0058 0748-65-4991株式会社　スギ薬局　東澤　育美 平20. 9. 1調剤 薬局
     甲賀市水口町北泉二丁目１０番 常　勤:    1代表取締役　 原　栄 開設者変 現存
     (薬       1)一 平26. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  48114,0099,6 やくさ薬局 〒520-3332 0748-76-0900株式会社やくさ薬局　濱尾　ますみ 平21. 8. 1調剤 薬局
     甲賀市甲南町希望ケ丘本町六丁目常　勤:    1代表取締役　濱尾　ま 開設者変 現存
     ８５７番地７８ (薬       1)すみ 平27. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48214,0100,2 エムハート薬局　水口〒528-0031 0748-63-3677株式会社ミック　代表橋本　貢 平22. 9. 1調剤 薬局
     店 甲賀市水口町本町二丁目２番４０常　勤:    2取締役　中川　春原 新規 現存
     号（１Ｆ） (薬       2) 平28. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48314,0102,8 エムハート薬局　あや〒528-0033 0748-63-6200株式会社ミック　代表岡林　裕孝 平22.11. 1調剤 薬局
     の店 甲賀市水口町綾野３番３１号 常　勤:    1取締役　中川　春原 新規 現存
     (薬       1) 平28.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48414,0105,1 有限会社　ヤクモ莎香〒520-3321 0748-86-8280有限会社　ヤクモ莎香小林　雅子 平24. 5. 1調剤 薬局
     堂薬局 甲賀市甲南町葛木１００４番地１常　勤:    4堂薬局　代表取締役　 所在地変 現存
     (薬       4)小林　雅子 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48514,0106,9 あいこうか薬局 〒528-0074 0748-65-6636株式会社　ファーマシ佐藤　未奈 平25. 3. 1調剤 薬局
     甲賀市水口町松尾８３０番２ 常　勤:    3ーエクスプレス　代表 新規 現存
     (薬       3)取締役　桐山　繁昭 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48614,0108,5 日本調剤　水口薬局 〒528-0074 0748-65-0131日本調剤株式会社　代川口　ともね 平25. 4. 1調剤 薬局
     甲賀市水口町松尾１２５２番３ 常　勤:    4表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       4) 平25. 4. 1
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48714,0110,1 サンポウ薬局 〒528-0056 0748-65-2771株式会社　志貫堂　代渡邉　元貴 平25. 5. 1調剤 薬局
     甲賀市水口町泉１３００番地４ 常　勤:    1表取締役　渡辺　元貴 新規 現存
     (薬       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  48814,0111,9 甲賀薬局甲南店 〒520-3307 0748-86-5151株式会社　レークケア岡﨑　充宏 平25. 7.16調剤 薬局
     甲賀市甲南町野尻４９９番地１ 常　勤:    3　代表取締役　西村　 開設者変 現存
     (薬       3)雄一 平25. 7.16
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48914,0112,7 スギ薬局　水口松尾店〒528-0074 0748-69-6996株式会社　スギ薬局　東　俊之 平25.10. 1調剤 薬局
     甲賀市水口町松尾８２９－１ 常　勤:    1代表取締役　 原　栄 新規 現存
     (薬       1)一 平25.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49014,0113,5 エムハート薬局　北土〒528-0211 0748-66-0187株式会社　ミック　代森　衛一 平26. 3. 1調剤 薬局
     山店 甲賀市土山町北土山１６７８番地常　勤:    1表取締役　中川　春原 新規 現存
     (薬       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49114,0114,3 ウエルシア薬局甲賀水〒528-0049 0748-65-3557ウエルシア薬局株式会山下　雄 平26. 9. 1調剤 薬局
     口貴生川店 甲賀市水口町貴生川二丁目６２ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49214,0115,0 名坂調剤薬局 〒528-0036 0748-69-7572株式会社ＹＨファーマ山塚　博行 平26.11. 1調剤 薬局
     甲賀市水口町東名坂２４６－１ 常　勤:    1　代表取締役　山塚　 開設者変 現存
     (薬       1)博行 平26.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49314,0116,8 甲賀みえる薬局 〒520-3432 0748-86-5151株式会社レークケア　新谷　由美 平27. 4. 1調剤 薬局
     甲賀市甲賀町滝２２３５－１ 常　勤:    1代表取締役　西村　雄 新規 現存
     (薬       1)一 平27. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49414,0117,6 ひまわり薬局　東名坂〒528-0036 0748-63-3701有限会社　ひまわり薬宮﨑　香織 平27. 8.14調剤 薬局
     店 甲賀市水口町東名坂１８９－１番常　勤:    1局　代表取締役　大原 所在地変 現存
     地 (薬       1)　整 平27. 8.14
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    69 頁

  49514,0118,4 ひまわり薬局　南林口〒528-0029 0748-62-7001有限会社ひまわり薬局岩本　浩幸 平28. 4. 1調剤 薬局
     店 甲賀市水口町南林口４７ 常　勤:    1　代表取締役　大原　 新規 現存
     (薬       1)整 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49614,0119,2 せせらぎ調剤薬局 〒528-0017 0748-65-5377株式会社愛知メディッ 　佳祐 平28. 8. 1調剤 薬局
     甲賀市水口町京町６番１２号 常　勤:    1クス　代表取締役　植 新規 現存
     (薬       1)田　吉洋 平28. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49714,0120,0 甲賀薬局　名坂店 〒528-0035 0748-63-0345クオール株式会社　代黄瀬　智史 平29. 7. 1調剤 薬局
     甲賀市水口町名坂９０ 常　勤:    1表取締役　中村　敬 開設者変 現存
     (薬       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49814,0121,8 甲賀薬局　寺庄店 〒520-3301 0748-86-0007クオール株式会社　代後藤　潤也 平29. 7. 1調剤 薬局
     甲賀市甲南町寺庄１０８４ 常　勤:    1表取締役　中村　敬 開設者変 現存
     (薬       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49914,0122,6 甲賀薬局　貴生川店 〒528-0041 0748-63-8828クオール株式会社　代増井　万里子 平29. 7. 1調剤 薬局
     甲賀市水口町虫生野９９６－３０常　勤:    1表取締役　中村　敬 開設者変 現存
     (薬       1) 平29. 7. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50014,0123,4 甲賀薬局　泉店 〒528-0058 0748-63-7575クオール株式会社　代西出　京祐 平29. 7. 1調剤 薬局
     甲賀市水口町北泉一丁目１２７ 常　勤:    1表取締役　中村　敬 開設者変 現存
     (薬       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50114,0124,2 甲賀薬局　伴谷店 〒528-0064 0748-65-4822クオール株式会社　代後藤　友里 平29. 7. 1調剤 薬局
     甲賀市水口町伴中山３８１３－３常　勤:    1表取締役　中村　敬 開設者変 現存
     (薬       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  50214,0125,9 甲賀薬局　水口店 〒528-0074 0748-65-0500クオール株式会社　代渡邉　真樹 平29. 7. 1調剤 薬局
     甲賀市水口町松尾７４４－１２６常　勤:    2表取締役　中村　敬 開設者変 現存
     (薬       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50314,0126,7 クスリのアオキ水口薬〒528-0005 0748-69-5422株式会社クスリのアオ灰掛　司 平29.10. 1調剤 薬局
     局 甲賀市水口町水口６０２０－１ 常　勤:    1キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       1)　宏憲 平29.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50414,0127,5 フラワー薬局信楽店 〒529-1851 0748-76-4193株式会社メディカル一大久保　梨乃 平30. 4. 1調剤 薬局
     甲賀市信楽町長野４７９－１３ 常　勤:    2光　代表取締役　野間 新規 現存
     (薬       2)　誠司 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50514,0128,3 しがらき薬局 〒529-1851 0748-82-2011有限会社　向陽　取締冨山　剛 平30. 6. 1調剤 薬局
     甲賀市信楽町長野４７５－１ 常　勤:    1役　吉川　正 新規 現存
     (薬       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50615,0017,5 ファースト薬局 〒520-2501 0748-57-8100有限会社　メディネッ瀧川　政邦 平13. 3. 1調剤 薬局
     蒲生郡竜王町弓削１８２５番地２常　勤:    5ト　代表取締役　瀧川 新規 現存
     (薬       5)　政邦 平25. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       1)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50715,0026,6 きしむら調剤薬局 〒529-1601 0748-52-8150有限会社　きしむら調岸村　一夫 平18. 6. 1調剤 薬局
     蒲生郡日野町松尾二丁目８８番地常　勤:    2剤薬局　代表取締役　 開設者変 現存
     ３ (薬       2)岸村　一夫 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50815,0027,4 フラワー薬局　日野店〒529-1601 0748-52-9331株式会社　メディカル小澤　基哉 平19.11. 1調剤 薬局
     蒲生郡日野町松尾五丁目５８番１常　勤:    2一光　代表取締役　野 新規 現存
     号 (薬       2)間　誠司 平25.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  50915,0028,2 ユタカ薬局日野 〒529-1601 0748-52-8890株式会社ユタカファー吉川　正樹 平22. 6. 1調剤 薬局
     蒲生郡日野町大字松尾字畑ヶ田９常　勤:    2マシー　代表取締役　 新規 現存
     ４８番１０ (薬       2)羽田　洋行 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51015,0029,0 ユタカ薬局竜王 〒520-2552 0748-58-5356株式会社ユタカファー加島　典良 平24. 2. 1調剤 薬局
     蒲生郡竜王町大字小口１６６４番常　勤:    4マシー　代表取締役　 新規 現存
     地１ (薬       4)羽田　洋行 平30. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51115,0030,8 ひのき薬局 〒529-1644 0748-26-6204株式会社　ＨＡＰ　代満田　久和 平24.10. 1調剤 薬局
     蒲生郡日野町内池３７１番地 常　勤:    1表取締役　満田　久和 新規 現存
     (薬       1) 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51215,0032,4 やまのうえ薬局 〒520-2531 0748-26-8282有限会社メディネット瀧川　絵里 平26. 4. 1調剤 薬局
     蒲生郡竜王町山之上１２４７番３常　勤:    2　代表取締役　瀧川　 新規 現存
     (薬       2)政邦 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51315,0033,2 ひまわり薬局　わたむ〒529-1601 0748-52-5661有限会社　ひまわり薬外池　徹 平26. 6. 1調剤 薬局
     き店 蒲生郡日野町松尾３丁目１番８号常　勤:    3局　代表取締役　大原 所在地変 現存
     (薬       3)　整 平26. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51415,0034,0 ヤクゴ薬局日野店 〒529-1601 0748-53-1895株式会社ファルマスタ谷　幸恵 平28.10. 1調剤 薬局
     蒲生郡日野町松尾９８８－４ 常　勤:    6ー　代表取締役　井浪 開設者変 現存
     (薬       6)　義幸 平28.10. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51515,0035,7 ヤクゴ薬局日野おおく〒529-1603 0748-53-1133株式会社ファルマスタ山田　玄 平28.10. 1調剤 薬局
     ぼ店 蒲生郡日野町大窪１０１２－４ 常　勤:    1ー　代表取締役　井浪 開設者変 現存
     (薬       1)　義幸 平28.10. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  51617,0017,1 キクヤ調剤薬局愛知川〒529-1331 0749-42-8558有限会社　ハヤシデラ松林　義恵 平15.10. 1調剤 薬局
     店 愛知郡愛荘町愛知川１５３７番地常　勤:    1　代表取締役　林寺　 新規 現存
     (薬       1)享子 平27.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51717,0020,5 のぞみ薬局愛知川店 〒529-1315 0749-42-2340有限会社　シナプス　大前　賀由里 平17. 4. 1調剤 薬局
     愛知郡愛荘町沓掛３８６番地５ 常　勤:    3代表取締役　西村　健 新規 現存
     (薬       3)児 平29. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51817,0024,7 森野成蹊堂薬局 〒529-1303 0749-42-2102森野　尚子 森野　尚子 平22.12. 1調剤 薬局
     愛知郡愛荘町長野１９５９番地 常　勤:    1 開設者変 現存
     (薬       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51917,0025,4 カドヤ薬局 〒529-1223 0749-42-2235工藤　知子 工藤　知子 平23. 2. 1調剤 薬局
     愛知郡愛荘町島川１２３６番地 常　勤:    1 開設者変 現存
     (薬       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52017,0026,2 ツタ薬局　愛荘店 〒529-1313 0749-49-5285株式会社　サン・アイ別役　末治 平23. 9. 1調剤 薬局
     愛知郡愛荘町市９１６番地４ 常　勤:    1ビー　代表取締役　別 開設者変 現存
     (薬       1)役　末治 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52118,0007,0 山口大学堂薬局 〒522-0341 0749-48-0327山口　幸子 山口　幸子 平 7. 9. 1調剤 薬局
     犬上郡多賀町多賀６４４番地 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52218,0012,0 ふれあい回天堂薬局 〒529-1169 0749-35-5480株式会社近畿予防医学堀部　純一 平26. 4. 1調剤 薬局
     犬上郡豊郷町石畑２０４番地５ 常　勤:    1研究所　代表取締役　 開設者変 現存
     (薬       1)広田　周一 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52318,0013,8 ヤクゴ薬局豊郷店 〒529-1168 0749-35-5188株式会社ファルマスタ平野　裕也 平28.10. 1調剤 薬局
     犬上郡豊郷町八目１９－２ 常　勤:    5ー　代表取締役　井浪 開設者変 現存
     (薬       5)　義幸 平28.10. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
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  52418,0014,6 ヤクゴ薬局南豊郷店 〒529-1174 0749-35-3281株式会社ファルマスタ尾上　久美子 平28.10. 1調剤 薬局
     犬上郡豊郷町下枝２３－７ 常　勤:    4ー　代表取締役　井浪 開設者変 現存
     (薬       4)　義幸 平28.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52518,0015,3 ヤクゴ薬局豊郷フラワ〒529-1169 0749-35-5511株式会社ファルマスタ山田　清美 平28.10. 1調剤 薬局
     ー店 犬上郡豊郷町石畑２１３－３ 常　勤:    1ー　代表取締役　井浪 開設者変 現存
     (薬       1)　義幸 平28.10. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52622,0026,2 株式会社　ルックドイ〒520-1214 0740-32-2848株式会社　ルックドイ戸井　恵子 平 9.10. 1調剤 薬局
     薬局　安曇川店 高島市安曇川町末広三丁目１８番常　勤:    3薬局　代表取締役　戸 所在地変 現存
     地 (薬       3)井　恵子 平24.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52722,0030,4 株式会社ルック・ドイ〒520-1121 0740-36-8136株式会社　ルックドイ藤野　京子 平12. 8. 7調剤 薬局
     薬局　高島支店 高島市勝野２２４５番地８ 常　勤:    1薬局　代表取締役　戸 新規 現存
     (薬       1)井　恵子 平24. 8. 7
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52822,0031,2 ひかり薬局 〒520-1501 0740-25-5546有限会社　ウイズ・ピ藤原　栄子 平12. 8. 1調剤 薬局
     高島市新旭町旭１０６７番地２ 常　勤:    2ース　代表取締役　藤 開設者変 現存
     (薬       2)原　栄子 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52922,0032,0 たんぽぽ薬局高島店 〒520-1121 0740-36-8131たんぽぽ薬局株式会社野﨑　大介 平12.10. 1調剤 薬局
     高島市勝野２２４０番１ 常　勤:    2　代表取締役　松野　 新規 現存
     (薬       2)英子 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53022,0034,6 ふれあい薬局・高島 〒520-1121 0740-36-8151株式会社近畿予防医学地村　かほる 平12.12. 1調剤 薬局
     高島市勝野３０６０番地３ 常　勤:    1研究所　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)広田　周一 平24.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  53122,0039,5 ケーエーシー薬局 〒520-1605 0740-22-8848有限会社　ケーエーシ上村　るり子 平13. 5. 1調剤 薬局
     高島市今津町南新保１６５番地 常　勤:    3ー　代表取締役　足利 新規 現存
     (薬       3)　義将 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53222,0042,9 有限会社今井薬局　駅〒520-1631 0740-22-4193有限会社　今井薬局　今井　克彦 平14. 7. 1調剤 薬局
     前店 高島市今津町名小路一丁目３番７常　勤:    1代表取締役　今井　克 開設者変 現存
     号 (薬       1)彦 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53322,0045,2 つくし薬局　新旭店 〒520-1532 0740-25-8384有限会社　つくし薬局木下　博之 平15. 3. 1調剤 薬局
     高島市新旭町熊野本一丁目１－１常　勤:    2　代表取締役　木下　 新規 現存
     ６ (薬       2)博之 平27. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53422,0047,8 株式会社戸井薬局　今〒520-1622 0740-22-5004株式会社　戸井薬局　戸井　一郎 平16. 8. 1調剤 薬局
     津駅前店 高島市今津町中沼二丁目１番２号常　勤:    2代表取締役　戸井　一 所在地変 現存
     (薬       2)郎 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53522,0048,6 みつばち調剤薬局 〒520-1216 0740-32-3799株式会社　フジ　代表垣本　修吾 平16. 9. 1調剤 薬局
     高島市安曇川町中央二丁目３－１常　勤:    1取締役　藤井　和俊 新規 現存
     ４ (薬       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53622,0049,4 ふれあい薬局・今津 〒520-1621 0740-24-7177株式会社　近畿予防医田中　聡美 平18. 4. 1調剤 薬局
     高島市今津町今津１５０４番地４常　勤:    1学研究所　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　広田　周一 平30. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53722,0051,0 株式会社　戸井薬局 〒520-1533 0740-25-2004株式会社　戸井薬局　上原　勝 平18. 4. 1調剤 薬局
     高島市新旭町安井川１２５２番地常　勤:    1代表取締役　戸井　一 所在地変 現存
     １ (薬       1)郎 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53822,0052,8 フタバ薬局　新旭店 〒520-1501 0740-25-8270株式会社　フタバ　代髙山　紗綾 平19. 3. 1調剤 薬局
     高島市新旭町旭１０３０番地３ 常　勤:    1表取締役　石瀬　和香 新規 現存
     (薬       1)子 平25. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53922,0054,4 湖西薬局 〒520-1533 0740-25-6878戸井　豊子 戸井　豊子 平22. 3. 1調剤 薬局
     高島市新旭町安井川１３１８番地常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 3. 1
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  54022,0055,1 りんご薬局 〒520-1632 0740-20-1475株式会社　りんご　代林　真吾 平23. 1. 1調剤 薬局
     高島市今津町桜町一丁目７番地９常　勤:    1表取締役　林　真吾 新規 現存
     (薬       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54122,0056,9 たかひげ調剤薬局 〒520-1501 0740-25-0720株式会社マーレ薬品　横木　仁美 平23. 9. 1調剤 薬局
     高島市新旭町旭７１１－１ 常　勤:    1代表取締役　松山　喜 新規 現存
     (薬       1)範 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54222,0057,7 千寿堂薬局 〒520-1214 0740-32-8040有限会社コスモメディ裵　正 平24. 1. 1調剤 薬局
     高島市安曇川町末広三丁目２３番常　勤:    1カル　代表取締役　裵 所在地変 現存
     ２ (薬       1)　正 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54322,0058,5 たんぽぽ薬局　新高島〒520-1121 0740-36-8211たんぽぽ薬局株式会社上野　佳奈子 平24. 4. 1調剤 薬局
     店 高島市勝野字杉原２２５４番地２常　勤:    3　代表取締役　松野　 新規 現存
     ８ (薬       3)英子 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54422,0059,3 琵琶湖さざなみ薬局 〒520-1121 0740-36-0099株式会社　愛知メディ三林　幹夫 平24. 6. 1調剤 薬局
     高島市勝野１９９番７ 常　勤:    1ックス　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)植田　吉洋 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54522,0060,1 めぐみ薬局　新旭店 〒520-1532 0740-33-7255株式会社恵　代表取締吉野　豪宏 平25. 4. 1調剤 薬局
     高島市新旭町熊野本一丁目６－１常　勤:    1役　吉野　豪宏 新規 現存
     １ (薬       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54622,0061,9 共創未来　高島薬局 〒520-1823 0740-27-8112株式会社ファーマみら瀧　江都子 平25.11. 1調剤 薬局
     高島市マキノ町中庄４７３番地９常　勤:    4い　代表取締役　清原 開設者変 現存
     １ (薬       4)　陽子 平25.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54722,0062,7 山川薬局　エスパ店 〒520-1501 0740-25-5117山川　博 山川　洋美 平26. 9. 1調剤 薬局
     高島市新旭町旭１－８－５ 常　勤:    2 開設者変 現存
     (薬       2) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  54822,0063,5 ユタカ薬局　安曇川 〒520-1212 0740-32-6021株式会社ユタカファー岡田　慎也 平29.11. 1調剤 薬局
     高島市安曇川町西万木４２９ 常　勤:    1マシー　代表取締役社 新規 現存
     (薬       1)長　羽田　洋行 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54923,0003,9 有限会社　福澤薬局 〒520-3107 0748-77-3055有限会社　福澤薬局　山口　英子 平14.10. 1調剤 薬局
     湖南市石部東二丁目５番３７号 常　勤:    2代表取締役　福澤　圭 新規 現存
     (薬       2)子 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55023,0005,4 ササ薬局 〒520-3248 0748-74-0249有限会社　ササ薬局　佐々　治子 平11. 1. 1調剤 薬局
     湖南市菩提寺西三丁目７－６ 常　勤:    1代表取締役　佐々四郎 開設者変 現存
     (薬       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55123,0008,8 さいとう調剤薬局菩提〒520-3248 0748-74-9163有限会社さいとう調剤中野　一枝 平15. 4. 1調剤 薬局
     寺店 湖南市菩提寺西１丁目９－２３－常　勤:    4薬局　代表取締役　齋 開設者変 現存
     １０２ (薬       4)藤　嘉功 平27. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55223,0010,4 ティエス調剤薬局　甲〒520-3253 0748-36-5955株式会社ティエスプラ古川　芳典 平16. 3. 1調剤 薬局
     西店 湖南市正福寺１３１６番地１ 常　勤:    2ン　代表取締役　山本 新規 現存
     (薬       2)　一哉 平28. 3. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55323,0012,0 ユタカ調剤薬局　甲西〒520-3232 0748-71-2085株式会社　ユタカファ森川　聖幸 平16.12. 1調剤 薬局
     中央 湖南市平松北一丁目３番地 常　勤:    2ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　羽田　洋行 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55423,0013,8 おおつぐ薬局　平松店〒520-3232 0748-72-8221有限会社　おおつぐ薬大継　真由美 平17. 6. 1調剤 薬局
     湖南市平松北二丁目６０番地 常　勤:    1局　代表取締役　大継 新規 現存
     (薬       1)　麗子 平29. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  55523,0014,6 さいとう調剤薬局　石〒520-3107 0748-77-8121有限会社　さいとう調佐貫　泰子 平20. 6. 1調剤 薬局
     部店 湖南市石部東五丁目４３０８番６常　勤:    4剤薬局　代表取締役　 新規 現存
     号 (薬       4)齋藤　嘉功 平26. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55623,0015,3 有限会社　福澤薬局　〒520-3235 0748-72-1070有限会社　福澤薬局　大原　輝光 平20.12. 1調剤 薬局
     甲西店 湖南市平松北三丁目７０番 常　勤:    1代表取締役　福澤　圭 新規 現存
     (薬       1)子 平26.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55723,0016,1 フタツカ薬局　湖南店〒520-3247 0748-76-4520株式会社　セプタ　代宗宮　純子 平24. 9. 1調剤 薬局
     湖南市菩提寺東３－６－２０ 常　勤:    1表取締役　二塚　安子 新規 現存
     (薬       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55823,0019,5 ティエス調剤薬局　湖〒520-3234 0748-69-6530株式会社ティエスプラ林　正人 平26. 8. 1調剤 薬局
     南中央店 湖南市中央２丁目１１９－５ 常　勤:    1ン　代表取締役　山本 新規 現存
     (薬       1)　一哉 平26. 8. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55923,0020,3 調剤薬局ツルハドラッ〒520-3252 0748-71-4071株式会社ツルハ　代表大川　裕紀 平26.12. 4調剤 薬局
     グ湖南岩根店 湖南市岩根字徳行４５８０ 常　勤:    1取締役社長　鶴羽　順 新規 現存
     (薬       1) 平26.12. 4
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56023,0022,9 ティエス調剤薬局　三〒520-3221 0748-69-6321株式会社ティエスプラ吉田　大介 平28. 5. 1調剤 薬局
     雲店 湖南市三雲３９８番１ 常　勤:    1ン　代表取締役　山本 新規 現存
     (薬       1)　一哉 平28. 5. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56123,0023,7 ツタ薬局　下田店 〒520-3201 0748-75-8155株式会社裕愛ファーマ江藤　良輔 平28. 7. 1調剤 薬局
     湖南市下田１５２８番地 常　勤:    1シーズ　代表取締役　 開設者変 現存
     (薬       1)江藤　良輔 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  56223,0024,5 クスリのアオキ石部東〒520-3107 0748-69-5331株式会社クスリのアオ仲岸　哲也 平28.10. 1調剤 薬局
     薬局 湖南市石部東六丁目４番１０号 常　勤:    1キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       1)　宏憲 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56323,0025,2 いしべ調剤薬局 〒520-3106 0748-77-8088株式会社マーレ薬品　磯部　浩和 平28.11. 1調剤 薬局
     湖南市石部中央四丁目１番５８号常　勤:    1代表取締役　松山　喜 新規 現存
     (薬       1)範 平28.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56423,0026,0 甲賀薬局 〒520-3214 0748-75-4711クオール株式会社　代中野　貴之 平29. 7. 1調剤 薬局
     湖南市梅影町３－１５ 常　勤:    1表取締役　中村　敬 開設者変 現存
     (薬       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56523,0027,8 甲賀薬局　柑子袋店 〒520-3233 0748-71-2590クオール株式会社　代樋口　千寿子 平29. 7. 1調剤 薬局
     湖南市柑子袋６０８－４ 常　勤:    1表取締役　中村　敬 開設者変 現存
     (薬       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56623,0028,6 甲賀薬局　甲西中央店〒520-3231 0748-71-3110クオール株式会社　代山本　博和 平29. 7. 1調剤 薬局
     湖南市針２５２－１ 常　勤:    1表取締役　中村　敬 開設者変 現存
     (薬       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56723,0029,4 アルファー薬局　石部〒520-3106 077-587-3805株式会社アルファー薬金井田　由香 平29. 9. 1調剤 薬局
     店 湖南市石部中央一丁目３－２４ 常　勤:    1品　代表取締役　西村 所在地変 現存
     (薬       1)　清子 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56823,0030,2 コナン薬局 〒520-3223 0748-71-2038シマタニ株式会社　代竹岡　憲三 平29.11. 1調剤 薬局
     湖南市夏見６３４－２ 常　勤:    1表取締役　田中　貴子 新規 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  56924,0002,9 久保薬局 〒521-0314 0749-58-0001久保　幸子 久保　幸子 昭36. 7. 5調剤 薬局
     米原市春照１１２１番地２ 常　勤:    1 更新 現存
     (薬       1) 平24. 7. 5
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57024,0007,8 ヤマグチ薬局　米原下〒521-0016 0749-52-9077株式会社　ヤマグチ薬田村　匡 平18.10. 1調剤 薬局
     多良店 米原市下多良３丁目４７ 常　勤:    1局　代表取締役　山口 新規 現存
     (薬       1)　重雄 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57124,0008,6 ヤマグチ薬局　米原入〒521-0003 0749-52-8855株式会社　ヤマグチ薬柿原　満憲 平19. 3. 1調剤 薬局
     江店 米原市入江１６７３番地２ 常　勤:    1局　代表取締役　山口 新規 現存
     (薬       1)　重雄 平25. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57224,0010,2 ふれあい薬局・まいは〒521-0003 0749-52-8118株式会社近畿予防医学小川　貴史 平22. 6. 1調剤 薬局
     ら 米原市入江字明神５１８番５ 常　勤:    1研究所　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)広田周一 平28. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57324,0011,0 ユタカ調剤薬局近江 〒521-0073 0749-52-6797株式会社　ユタカファ大倉　順一 平24. 8.28調剤 薬局
     米原市箕浦３６６番３ 常　勤:    7ーマシー　代表取締役 所在地変 現存
     (薬       7)　羽田　洋行 平24. 8.28
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57424,0012,8 スギ薬局　近江店 〒521-0073 0749-53-3288株式会社スギ薬局　代伊達　舞 平25.12. 1調剤 薬局
     米原市箕浦３６１番地３ 常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平25.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57524,0013,6 くぼ薬局 〒521-0314 0749-58-8000合同会社伊吹メディカ久保　健次 平26. 4. 1調剤 薬局
     米原市春照１３０番３ 常　勤:    2ルサプライ　代表社員 新規 現存
     (薬       2)　久保　健次 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  57624,0014,4 みよし調剤薬局 〒521-0023 0749-54-8000セグエ株式会社　代表馬場　亮平 平26.11. 1調剤 薬局
     米原市三吉５５６ 常　勤:    1取締役　馬場　亮平 開設者変 現存
     (薬       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57724,0015,1 近江ローズ薬局 〒521-0072 0749-52-8300株式会社ミルキーファ三原　陽 平27. 7. 1調剤 薬局
     米原市顔戸４３０番４ 常　勤:    1ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　松山　喜範 平27. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57824,0016,9 どんぐり薬局近江店 〒521-0083 0749-51-1736株式会社チェックポイ増田　登美子 平27.10. 1調剤 薬局
     米原市新庄字上口７７番地２ 常　勤:    1ント　代表取締役　大 新規 現存
     (薬       1)森　徹也 平27.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57924,0017,7 タケシタ薬局 〒521-0016 0749-52-0003有限会社　くすりのタ竹下　裕基 平30. 1. 9調剤 薬局
     米原市下多良一丁目５９ 常　勤:    2ケシタ　代表取締役　 所在地変 現存
     (薬       2)竹下　裕基 平30. 1. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


